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Deployの概要
Deployは、最小限のインフラスト ラクチャ要件で大規模な組織全体でソフト ウェアを迅速にインスト ール、更新、および削除するために
使用できる、ソフト ウェア管理モジュールです。IT運用に便利なメンテナンスウインド ウで、実行するパッチの適用を作成できます。
アプリケーションまたはアプリケーショングループを、コンピュータグループ、ユーザーグループ、部門、場所、個々のコンピュータ、および
個々のユーザーなどを対象に、フレキシブルにデプロイできます。既存のソフト ウェアのインスト ールを最新バージョンに更新することもで
き、インスト ールするカスタムパッケージを作成、更新、アプリケーションの削除ができます。

ソフト ウェアパッケージ
Tanium Deployソフトウェアパッケージは、Taniumが管理するデバイスのソフト ウェアの検出、インスト ール、更新、および削除に使用
する、ソースファイルとメタデータ、検出ロジック、アクションの組み合わせです。
各ソフト ウェアパッケージには、次の要素が含まれています。
パッケージファイル
アプリケーションのインスト ール、更新、削除、設定に必要なファイル。通常、インスト ールファイルが含まれますが、ソフト ウェア
パッケージで使用される任意のファイルであってもかまいません。
パッケージの詳細
ソフト ウェアパッケージのベンダ、名前、バージョン、およびプラット フォーム。必要に応じて、Self Serviceでの表示名、説明、ま
たはパッケージアイコンを追加することができます。
システム要件
管理対象エンド ポイント でのソフト ウェアパッケージのインスト ールまたは更新要件: 最小RAMおよびディスク容量、システムアー
キテクチャ、またはサポート されているオペレーティングシステム。
Deployの操作
エンド ポイント への展開時にソフト ウェアパッケージが行うことができる変更: パッケージのインスト ール、更新、または削除。ソフト
ウェアパッケージには、これらの操作の任意の組み合わせを定義することができます。あるいは操作を行わずに、報告や監査目
的にのみ使用することもできます。
インスト ール要件
前提アプリケーションなど、ソフト ウェアパッケージをインスト ールするために満たされている必要がある条件。
更新検出
ソフト ウェアパッケージを更新するために満たされている必要がある条件。通常、これは、製品の以前のバージョンの存在してい
ることです。
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インスト ール検証
ソフト ウェアパッケージがインスト ールされていることを確認するために満たされている必要がある条件。
詳しくは、「ソフト ウェアパッケージを作成する(41ページ)」を参照してください。

ソフト ウェアバンドル
Tanium Deployソフトウェアバンド ルは、順序付けられたシーケンスでデプロイおよび実行できるDeployソフト ウェアパッケージのリスト で
す。ソフト ウェアバンド ルは、特定の部門またはユーザタイプが使用するパッケージのリスト のデプロイに使用されます。
詳細は、「 ソフト ウェアバンド ルを作成する(47ページ)」を参照してください。

定義済みパッケージギャラリ
Tanium Deployの定義済みパッケージギャラリは、ソフト ウェアパッケージテンプレート の配布に使用できるソフト ウェアパッケージのコレク
ションです。これらのテンプレート には、サード パーティソフト ウェアをインポート およびデプロイするために必要なすべての情報が含まれて
います。

Windows用の定義済みパッケージ
Windows用の提供アプリケーションには、以下があります。
l

7-Zip (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

Adobe Acrobat DC (更新のみ) - 最新バージョン

l

Adobe Acrobat Reader DC - 最新バージョン

l

Adobe Digital Editions - 最新バージョン

l

Adobe Flash Player - 削除のみ - すべてのバージョン

l

Adobe Shockwave EOL (削除のみ)

l

Box Drive (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

DB Browser for SQLite (32/64 ビット ) - 最新バージョン

l

Dropbox - 最新バージョン

l

FileZilla (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

GIMP - 最新バージョン

l

Google Android Studio - 最新バージョン

l

Google Chrome Enterprise (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

Google Drive File Stream - 最新バージョン

l

Microsoft Office Click-to-Run - Current、Monthly Enterprise、Semi-Annual Enterprise、Office 2019 Perpetual - 最新
バージョン
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l

Microsoft Power BI Desktop (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

Microsoft PowerShell (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

Microsoft Silverlight (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

Microsoft Skype Desktop Client (32ビット ) - 最新バージョン

l

Microsoft Update for Flash Removal(KB4577586)

l

Microsoft Visual Studio Code (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

Microsoft Windows 10アップグレード (32/64 ビット ) - 1803、1809、1909、2004、20H2

l

Mozilla Firefox (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

Mozilla Firefox ESR (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

Mozilla Thunderbird (64ビット ) - 最新バージョン

l

NodeJS Current (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

NodeJS LTS (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

Notepad++ (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

Oracle Java 8 Runtime (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

Oracle MySQL Community - 最新バージョン

l

PuTTY (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

Royal Apps GmbH Royal TS - 最新バージョン

l

Tableau Reader - 最新バージョン

l

VideoLAN VLC Media Player (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

Vmware Workstation Player (更新と削除のみ) - 最新バージョン

l

Wireshark (32/64ビット ) - 最新バージョン

l

Zoom - 最新バージョン

l

Zoom Outlookプラグイン - 最新バージョン

次の監査専用のソフト ウェアパッケージテンプレート は、報告の目的に使用されます。これらのパッケージにはソース ファイルまたはコマン
ド が配布されていませんが、ソフト ウェアがインスト ールされているか古くなっているかを判断するためのロジックがあります。
l

Adobe After Effects CC - 最新バージョン

l

Adobe Animate CC - 最新バージョン

l

Adobe Audition CC - 最新バージョン

l

Adobe Dreamweaver CC - 最新バージョン

l

Adobe Illustrator CC - 最新バージョン

l

Adobe InDesign CC - 最新バージョン

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ10

l

Adobe Photoshop CC - 最新バージョン

l

Adobe Prelude CC - 最新バージョン

l

Adobe PremierePro CC - 最新バージョン

macOS用の定義済みパッケージ
macOS用の提供アプリケーションには、以下があります。
l

Adobe Acrobat Reader DC - 最新バージョン

l

Adobe Flash Player - 削除のみ - すべてのバージョン

l

Devolutions Remote Desktop Manager - 最新バージョン

l

GIMP - 最新バージョン

l

Google Chrome - 最新バージョン

l

Microsoft Office 2019 with Teams - 最新バージョン

l

Microsoft Office 2019 with Teams - 最新バージョン

l

Microsoft Remote Desktop - 最新バージョン

l

Mozilla Firefox - 最新バージョン

l

Mozilla Thunderbird - 最新バージョン

l

Slack - 最新バージョン

l

Zoom - 最新バージョン

詳細は、「定義済みパッケージギャラリからソフト ウェアパッケージをインポート する(45ページ)」を参照してください。

適用可否スキャン
Deployソフト ウェアパッケージカタログにあるソフト ウェアパッケージの適用範囲スキャンの実行頻度と、適用範囲ステータスのキャッシュ
が更新される頻度を設定できます。
適用範囲スキャンは、必要なオペレーティングシステム、最小ディスク容量、メモリ、および要件からエンド ポイント を評価します。各ソフ
ト ウェアパッケージは、定期的に評価され、Tanium管理対象デバイスがインスト ール可能か、アップデート 対象か、インスト ール済み
か、または要件が満たされているかどうかを判断します。
Install Eligible (インスト ール可能)
ソフト ウェアがインスト ールされておらず、システム要件が満たされているシステムの数。
Update Eligible (アップデート 可能)
以前のバージョンのアプリケーションが1つまたは複数検出され、ソフト ウェアパッケージの更新が行えるシステムの数。
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インスト ール済み
ソフト ウェアパッケージがすでにインスト ールされているシステムの数。
Update Ineligible (更新不能)
以前のバージョンのアプリケーションの1つ以上が検出されたが、システム要件が満たされていないシステムの数。
Not Applicable (適用外)
システム要件または前提条件が満たされていないシステムの数。

展開
展開は、対象となるエンド ポイント でアプリケーションをインスト ール、更新、または削除するための1回限り、または繰り返されるアクショ
ンです。詳細は、「ソフト ウェアの展開(49ページ)」を参照してください。
展開テンプレート を使用して、繰り返し発行可能な展開の設定を保存できます。詳細については、パッチの適用テンプレート を作成す
る(49ページ)を参照してください。

メンテナンスウインドウ
メンテナンスウインド ウでは、対象コンピュータが展開の実行を許可する時間を指定します。複数のメンテナンスウインド ウを設定できま
す。重複する時間帯でも可能です。メンテナンスウインド ウは相互に干渉しません。展開を有効にするには、展開とメンテナンスウイン
ド ウの時間が適合する必要があります。詳細については、メンテナンスウインド ウの管理(59ページ)を参照してください。

セルフサービスプロファイル
Self Service Clientアプリケーションを使用すると、Windowsエンド ポイント にソフト ウェアを公開できるため、IT担当者がユーザの代わり
にソフト ウェアをインスト ールしなくても、ユーザのエンド ポイント にソフト ウェアをインスト ールすることができます。Deployのセルフサービス
プロファイルとSelf Service Clientアプリケーションは、Tanium™ End-User Notifications1.5以降の End-User Notificationプロファイル
と組み合わせて使用します。詳細は、「Self Service Clientアプリケーションの使用(61ページ)」を参照してください。

他のTanium製品との統合
Deployは他のTanium製品と統合して追加の機能とレポート を提供します。

End-User Notifications
DeployはTanium End-User Notificationを使用して、Windowsエンド ポイント への展開をユーザに通知し、End-User Selft Service
機能の設定をします。展開では、展開がまもなく開始されることや、展開を完了したことをユーザに通知したり、あるいは延期が有効な
場合は、展開を延期するか、または今すぐ再起動するかのオプションをユーザに提供するメッセージを作成したりできます。詳細は、
「Tanium End-User Notifications」を参照してください。
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Trends
Deployには、Tanium™ Trendsとの統合機能が組み込まれており、データを可視化することができます。Deployボード には、Deployを
実行中のマシンやインスト ールされているギャラリパッケージなど、ソフト ウェアの展開に関連する指標が表示されます。Deployボード に
は以下のパネルがあります。
l

l

l

サマリ
l

Deployカバー率

l

30日以上前にリリースされたソフト ウェア更新が適用されていないエンド ポイント

l

ソフト ウェア展開の平均間隔

l

セルフサービスからのユーザ申請によりインスト ールされたソフト ウェア

ギャラリの更新
l

インスト ール済みギャラリパッケージの上位25

l

必要なギャラリパッケージ更新の上位25

Total Endpoints (合計エンド ポイント 数):
l

オンライン - Deploy実行エンド ポイント

l

履歴 - Deploy実行エンド ポイント

Deployにより提供されるTrendsボード のインポート 方法についての詳細は、以下を参照してください。Tanium Trendsユーザガイド ：
初期ギャラリーをインポート する。
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Deployでの成功
以下のベスト プラクティスに従うことで、Tanium Deployの価値を最大化し、成功を収めることができます。これらの手順は、主なベンチ
マーク指標に沿っています。Deployカバー率の増加、30日以上前にリリースされたソフト ウェア更新が適用されていないエンド ポイント
の減少、ソフト ウェア展開の平均間隔の短縮、セルフサービスからのユーザ申請によりインスト ールされたソフト ウェアの最適化です。

手順1：組織的効果を達成する
Deployの価値を最大化する主要組織ガバナンス手順を実行します。各タスクについての詳細は、組織的効果の達成(18ページ)を参
照してください。
☐ 専用の変更管理プロセスを開発する。

☐ RACIチャート で役割と責任を明確に定義する。

☐ 部署横断的な組織連携を検証する。

☐ 運用指標を追跡します。

手順2：グローバル設定の設定
☐ パッケージの配布に対応できるようクライアント のキャッシュサイズを2GBにする。

☐ ホット キャッシュ率を80%にする。
「グローバル設定の設定をする(38ページ)」を参照してください。

手順3：Taniumモジュールをインスト ールおよび設定する
☐ Tanium End User Notificationsをインスト ールします。以下を参照してください。Tanium End-User Notificationsユーザガイ
ド : End-User Notificationsのインスト ール。

☐ Tanium Deployをインスト ールします。Deployのインスト ール(36ページ)を参照してください。

☐ Tanium Deployをインスト ールします。サービスアカウント を構成する(39ページ)
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Deployのインスト ールでApply Tanium commended configurations (Tanium推奨構成を適用)オプションを使用し
た場合は、Deployのインスト ールに使用されたアカウント が自動的にサービスアカウント に設定されます。

☐ Tanium Trendsをインスト ールする。以下を参照してください。Tanium Trendsユーザガイド ：Trendsのインスト ール。

☐ Tanium Endpoint Configurationを提供するTanium Client Managementをインスト ールする。Tanium Client Management
ユーザガイド ：Client Managementのインスト ールを参照してください。

☐ Trends初期ギャラリからIT Operations Metrics (IT運用指標)ボード をインポート する。以下を参照してください。Tanium
Trendsユーザガイド ：初期ギャラリーをインポート する。

Trendsのインスト ールでApply Tanium commended configurations (Tanium推奨構成を適用)オプションを使用し
た場合は、サービスアカウント の設定後にIT運用指標Deployボード が自動的にインポート されます。

手順4：コンピュータグループの編成とDeloyアクショングループの設定
☐ コンピュータグループを作成する。以下を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド ：コンピュータグループを作成する。
組織の要件を満たすには、追加のコンピュータグループが必要になる場合があります。「コンピュータグループを編成する(40ページ)」を
参照してください。
☐ Deployアクショングループにコンピュータグループを追加する(40ページ)。

Deployのインスト ールでApply Tanium commended configurations (Tanium推奨構成の適用)オプションを使用し
た場合は、All Computers コンピュータグループが自動的にDeployアクショングループに設定されます。

☐ Deployが対応しているオペレーティングシステムのすべてがDeployアクショングループに含まれていることを確認します。

手順5：エンドポイント を設定および初期化する
☐ End-User Self Service用のEnd-User Notificationsプロファイルを作成します。以下を参照してください。Tanium End-User
Notificationsユーザガイド : エンド ユーザインターフェイスのカスタマイズ。
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Tanium End-User Notificationsのインスト ールでApply Tanium recommended configurations (Tanium推奨構成
の適用)オプションを使用した場合は、デフォルト のEnd-User Notificationsプロファイルが自動的に作成されます。

☐ End User Notificationsエンド ポイント を初期化する。以下を参照してください。Tanium End-User Notificationsユーザガイド :
エンド ポイント を初期化する。

☐ Deployのエンド ポイント を初期化する(40ページ)。

手順6：メンテナンスウインドウの作成
☐ メンテナンスウインド ウを作成し、展開時間および変更管理プロセスのタイムラインとの時間帯を調整する。

Deployのインスト ールでApply Tanium commended configurations (Tanium推奨構成の適用)オプションを使用し
た場合は、Always On (常時オン)]のメンテナンスウインド ウが自動的に作成され、All Computers コンピュータグ
ループに適用されます。

☐ DeployのOverview (概要)ページの [Health (健全性)] セクションのComputers with Enforced Maintenance Windows (強
制メンテナンスウインド ウがあるコンピュータ)チャート に100%強制と表示されていることを確認する。
「メンテナンスウインド ウの管理(59ページ)」を参照してください。

手順7：コンテンツの追加
☐ 定義済みパッケージギャラリからソフト ウェアパッケージをインポート するか、独自のカスタムパッケージを作成します。「ソフト ウェア
の管理(41ページ)」を参照してください。

☐ ソフト ウェアバンド ルにパッケージを割り当てる。「 ソフト ウェアバンド ルを作成する(47ページ)」を参照してください。

☐ セルフサービスプロファイルを作成する(61ページ)して、パッケージまたはバンド ルを含める

手順8：展開の作成
☐ 展開でデフォルト を簡単に適用するための展開テンプレート を作成する。パッチの適用テンプレート を作成する(49ページ)を参
照してください。
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☐ 実際の環境でサポート されている各種OSごとにソフト ウェアをインスト ールするための展開を作成する。

☐ 展開時期の長さがエンド ポイント がソフト ウェアをダウンロード およびインスト ールに十分の長さで、メンテナンスウインド ウとの重
なりが適切であることを確認する。

☐ 後日実行する展開については、Make available before start time (開始時間の前に有効にする)オプションを利用します。

☐ ソフト ウェアから再起動が求められた場合は、Restart (再起動)オプションとNotify User (ユーザに通知)オプションを使用し、
Duration of Postponement (延期時間)の値を1日未満に設定する。
「ソフト ウェアの展開(49ページ)」を参照してください。

手順9：Deploy指標をモニタする
☐ Trendsメニューから [Boards (ボード )] に移動し、[IT Operations Metrics (IT運用指標)]をクリックして、[Deploy)] セクションの
DeployCoverage (カバー率)、Endpoints Missing Software Updates Released Over 30 Days (30日以上前にリリースされた
ソフト ウェア更新が適用されていないエンド ポイント )、Mean Time to Deploy Software (ソフト ウェア展開の平均間隔)、Software
Installed by Self Service User Request Request (セルフサービスからのユーザ申請によりインスト ールされたソフト ウェア)パネルを
表示します。

☐ Deployのカバー率をモニタおよびト ラブルシューティングする(65ページ)。

☐ 30日以上前にリリースされたソフト ウェア更新が適用されていないエンド ポイント をモニタおよびト ラブルシューティングする(65
ページ)。

☐ ソフト ウェア展開の平均間隔をモニタおよびト ラブルシューティングする (66ページ)。

☐ セルフサービスからのユーザ申請によりインスト ールされたソフト ウェアをモニタおよびト ラブルシューティングする(67ページ)。
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組織的効果の達成
Deplyが提供する価値を最大化するの4つの重要な組織ガバナンスステップは次のとおりです。
l

専用の変更管理プロセスを開発する。変更管理(18ページ)を参照してください。

l

役割と責任を明確に定義する。RACIチャート (18ページ)を参照してください。

l

部署横断の連携を検証する。組織的連携(20ページ)を参照してください。

l

運用の達成度を追跡する。運用指標(21ページ)を参照してください。

変更管理
Taniumが提供する新機能を踏まえて、ソフト ウェア管理のカスタマイズされた専用の変更管理プロセスを開発する。
l

ソフト ウェアの識別から展開まで、より高い期待値をSLAに反映する。

l

効果的なソフト ウェア展開結果が得られるよう、自組織でソフト ウェアの審査と承認を行う主要リソースを特定する(組織固有
のRACIチャート に合わせるなど)。

l

ITセキュリティ、IT運用、ITリスク/コンプライアンスの各チームにまたがるTaniumソフト ウェア管理活動のための主要リソースに合
わせて活動を調整する。

l

あらゆるソフト ウェア管理シナリオで変更またはメンテナンスウインド ウを指定する(緊急時アップグレード から一般的なソフト ウェ
アまでのシナリオでソフト ウェア管理の有効性を最適化するなど)。

l

SLAに沿ったプロセスの審査と承認を効率的に進められるようソフト ウェア管理活動のためのTanium運営グループ(TSG)を作
る。

RACIチャート
RACIチャート では、「Responsible (担当責任者)」「Accountable (説明責任者)」「Consulted (問い合わせ先)」「Informed (情報
所有者)」となるチームまたはリソースを特定し、ITセキュリティ、IT運用、ITリスク/コンプライアンスにまたがる主要業務を表す指針の働き
をします。組織の1つ1つに具体的なビジネスプロセスとIT組織の要求があります。次表は、Taniumから見たパッチ管理に向けた組織の
職務別リソースのあり方を表しています。ベースラインの一例としてご利用ください。
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タスク

ITセキュリティ

IT運 用

ITリスク/コンプライ

経営陣

根拠

アンス
新 しい企 業 ソフト

I

A/R

I

-

承 認 済 みの既 存 の企 業 ソフト

ウェアの展 開 または

ウェアの展 開 およびソフト ウェア

既 存 の企 業 ソフト

バージョンの更 新 は、運 用 チーム

ウェアの更 新

が担 当 する。通 知 を事 前 に定 義
し、セキュリティおよびリスク/コンプ

「Deployの標 準 的

ライアンスチームに通 知 が行 くよう

なインスト ール/更

にする。

新 ワークフロー(20
ページ)」を参 照 し
てください。
新 しく導 入 した企

C

A/R

I

-

新 しく導 入 した企 業 ソフト ウェアの

業 ソフト ウェアの展

展 開 は、運 用 チームが担 当 す

開

る。通 知 を事 前 に定 義 し、セキュ
リティチームが相 談 を受 け、リスク/

「Deployの標 準 的

コンプライアンスチームに通 知 が行

なインスト ール/更

くようにする。

新 ワークフロー(20
ページ)」を参 照 し
てください。
脅 威 インテリジェン

A

R

C

I

環 境 に対 する脅 威 となる可 能 性

ス/脆 弱 性 に基 づく

がある企 業 ソフト ウェアの更 新 ま

ソフト ウェアの更 新

たは削 除 は、運 用 チームが実 施

または削 除

し、脅 威 は環 境 に対 するリスクと
見 なされるため、セキュリティチー

「標 準 的 な脅 威 イ

ムが最 終 的 な責 任 を負 う。リスク/

ンテリジェンス/脆 弱

コンプライアンスチームは、更 新 ま

性 の更 新 /削 除

たは削 除 を完 全 に行 うための助

ワークフロー(20

言 をする。経 営 陣 に進 捗 状 況 を

ページ)」を参 照 し

伝 える。

てください。
新 規 または更 新 し

I

A/R

C

-

新 しい企 業 ソフト ウェアはテスト を

たソフト ウェアのテス

して、必 ず現 在 の基 準 に適 合 す

ト

るようにする。オペレーションチーム
は、リスク/コンプライアンスチームか
ら相 談 を受 けながら、テスト の実
行 を担 当 し責 任 を負 う。セキュリ
ティチームは、新 しいソフト ウェアが
展 開 可 能 かどうかの通 知 を受 け
る。
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タスク

ITセキュリティ

IT運 用

ITリスク/コンプライ

経営陣

根拠

アンス
ユーザ受 け入 れテ

I

A/R

C

-

新 しい企 業 ソフト ウェアは、本 番

スト (UAT)と本 番

環 境 に展 開 する前 に現 在 の基

環 境 への展 開

準 にテスト をして、必 ず現 在 の基
準 に適 合 するようにする。オペレー
ションチームは、リスク/コンプライア
ンスチームから相 談 を受 けなが
ら、テスト の実 行 を担 当 し責 任 を
負 う。セキュリティチームは、新 し
いソフト ウェアが展 開 されるどうか
の通 知 を受 ける。

Self Serviceアプリ

I

A/R

I

-

運 用 チームは、ユーザが自 分 の

ケーションへの任

選 択 に従 ってソフト ウェアを追 加 ま

意 のソフト ウェアの

たは削 除 できるSelf Serviceアプリ

公開

ケーションをユーザに提 供 するタス
クを担 当 し、責 任 を負 う。リスク/コ
ンプライアンスおよびセキュリティ
チームは、ユーザに提 示 されるオ
プションの通 知 を受 ける。

展 開 または削 除 の

C

A/R

C

I

運 用 チームは、疑 問 や懸 念 事 項

指 標 /ダッシュボー

がある場 合 はそのことについてセ

ドの報 告

キュリティおよびリスク/コンプライア
ンスチームと相 談 しながら、展 開
または削 除 プロセスのタスクを担
当 し、責 任 を負 う。経 営 陣 は、環
境 に影 響 する主 要 指 標 の通 知
を受 ける。

Deployの標準的なインスト ール/更新ワークフロー

標準的な脅威インテリジェンス/脆弱性の更新/削除ワークフロー

組織的連携
成功している組織は、縦割りの部署を超える共通のプラット フォームとしてTaniumを活用することで、高品質のエンド ポイント データと
一元的なエンド ポイント 管理を実現しています。Taniumは、セキュリティと運用、リスク/コンプライアンス担当チームが、統一された1つ
のプラット フォームが提供する一連の共通の事実に基づいて業務を行うことを可能にする共通のデータスキーマを提供します。
部署横断の連携がなく、部署が縦割り化していると、ソフト ウェア管理を改善する意思決定にではなく、データ品質の調査に時間と労
力が費やされます。
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運用指標
Deploy成熟度
ソフト ウェア管理プログラムの管理に成功するには、テクノロジの運用実現と主要ベンチマーク指標を使用した成功の測定が必要で
す。Tanium Deploy プログラムの運用達成度を測定し、指針とするための4つの主要なプロセスは次のとおりです。
プロセス

説明

使用法

組 織 でのTanium Deployの使 用 状 況 と時 期

自動化

エンドポイント にまたがるTanium Deployの自 動 化 方 法

機能的統合

ITセキュリティ、IT運 用 、ITリスク/コンプライアンスチーム間 のTanium Deployの統 合 状 況

レポート 作 成

Tanium Deployの自 動 化 状 況 とソフト ウェア管 理 報 告 の対 象

ベンチマーク指標
主要なソフト ウェア展開プロセスに加え、Tanium Deployプログラムの運用達成度に連携して価値を最大化し成功を収めるための4つ
の主要ベンチマーク指標は次のとおりです。
経 営 陣 の指 標

Deployカバー率

30日 以 上 前 にリリースされ

ソフト ウェア展 開 の平 均 間

セルフサービスからのユー

たソフト ウェア更 新 が適 用

隔

ザ申 請 によりインスト ールさ

されていないエンド ポイント
説明

れたソフト ウェア

次 の各 カテゴリのエンドポイ

更 新 が必 要 なエンドポイン

ワークステーションのソフト

Self Service Clientアプリ

ント 数 :

ト の割 合 。

ウェアのインスト ールまたは

ケーションを使 用 してインス

アップグレードに要 する平

ト ールされるソフト ウェアの

均日数。

割合。

l

最 適 ：Deployが運 用
可 能 なエンドポイント

l

要 注 意 ：Deployツー
ルがインスト ールされて
いないか、プロファイル
の対 象 になっていな
い、またはサポート され
ているバージョンの
Tanium Clientがインス
ト ールされていないエン
ドポイント

l

未 対 応 : Deployが対
応 していないオペレー
ティングシステムバー
ジョンのエンドポイント
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経 営 陣 の指 標

Deployカバー率

30日 以 上 前 にリリースされ

ソフト ウェア展 開 の平 均 間

セルフサービスからのユー

たソフト ウェア更 新 が適 用

隔

ザ申 請 によりインスト ールさ

されていないエンド ポイント
インスト ルメンテーション

この指 標 が重 要 な理 由

れたソフト ウェア

Deploy- Coverage

30日 以 上 更 新 対 象 に

ソフト ウェアの使 用 可 能 日

Status (Deploy -

なっているソフト ウェアアプリ

からインスト ール日 までの、 展 開 成 功 数 / エンドポイン

カバー率ステータス) セン

ケーションが少 なくとも1つ

過 去 3か月 の所 要 時 間

ト への展 開 成 功 の、過 去

サーを使 用 して、Deployパ

あることを報 告 しているエン

(システム別 平 均 )。

3か月 の合 計 数 。

フォーマンスが最 適 、要 注

ドポイント の数 / Deployに

意 、未 対 応 のエンドポイン

よって管 理 されているエンド

ト を特 定 します。

ポイント の数 。

管 理 可 能 な総 エンドポイ

この率 が高 いということは、

ソフト ウェアの展 開 と適 用

この率 が中 ぐらいということ

ント 全 体 に対 するOptimal

サードパーティの更 新 プロ

の確 認 に時 間 がかかりす

は、ユーザがヘルプデスク

(最 適 )率 が低 いということ

セスがない、または現 在 の

ぎると、そのソフト ウェアが

などのITリソースを利 用 す

は、環 境 の一 部 しかカ

プロセスが機 能 していない

対 処 している脆 弱 性 によっ

ることなく自 力 でソフト ウェ

バーしていないために、

ことを示 します。この率 が

て悪 用 されるリスクがありま

アをインスト ールしているこ

Deployがその全 潜 在 能

高 いということは、構 成 にド

す。

とを意 味 します。

力 まで活 用 されていなく

リフト があることを示 し、より

Taniumは、ソフト ウェアカタ

この率 が高 いということは、

て、最 大 のROIが達 成 さ

広 範 な問 題 があることを

ログと展 開 の送 信 、および

ユーザがインスト ールしたア

れていないことを示 していま

可 能 性 があります(たとえ

組 織 の可 視 化 に優 れてい

プリケーションに依 存 しすぎ

す。

ば、すべてのユーザに管 理

ます。Deployがあると、パッ

ていることを示 します。この

ケージの作 成 はシンプルか

ことは、管 理 ソフト ウェアの

管 理 下 にないデバイス

者 権 限 があるなど)。

セルフサービスを使 用 した

(Deployアクショングループ

また、定 義 済 みパッケージ

つ簡 単 です。定 義 済 み

インスト ールが低 いことを示

のメンバー)に、ソフト ウェア

ギャラリは、インポート の前

パッケージギャラリを使 用

しており、ソフト ウェアのイン

を展 開 したり、サードパー

に環 境 の全 体 的 な状 態

し、事 前 に作 成 されている

スト ールを制 御 できないこ

ティアプリケーションを更 新

に関 するインサイト を提 供

テンプレート を使 用 して直

とを示 している可 能 性 があ

したりすることはできませ

することもできます。

接 編 集 やテスト を行 うよう

ります。

ん。また、ツールがインス

にすると、さらにそうなりま

ト ールされていないと、環

す。

境 を完 全 可 視 化 すること
もできません。

この数 字 が低 いかゼロとい
うことは、機 能 が十 分 に使
用 されていないか、まったく
使 用 されていないことを示
します。

次表を使用して、Tanium Deployに関する組織の達成度を判断してみてください。
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プロセス

使用法

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

(要 改 善 )

(平 均 以 下 )

(平 均 )

(平 均 以 上 )

(最 適 )

Deploy構 成 済

新 しいソフト ウェア

ソフト ウェア更

ソフト ウェア更

ソフト ウェア更

み: 定 義 済 みパッ

の試 験 的 展 開 、

新 、新 しいソフト

新 、新 しいソフト

新 、新 しいソフト

ケージギャラリから

パッケージおよび

ウェアの展 開 、レ

ウェアの展 開 、ソ

ウェアの展 開 、ソ

の既 知 の一 般 的

バンドルの作 成 。

ガシーツールを監

フト ウェアの削 除

フト ウェアの削 除

なソフト ウェアのイ

例 外 的 にDeploy

査 するソフト ウェア

にDeployを使

のデフォルト の

ンポート

を使 用

の削 除 にDeploy

用 。監 査 にはレガ

ツールとして

を使 用

シーツールを使

Deployを使 用 。

用。

レガシーツールを
使 用 しなくなる。

自動化

マニュアル

マニュアル

部 分 自 動 化 (ソフ

部 分 自 動 化 (ソフ

完 全 自 動 化 (パッ

ト ウェア展 開 プロ

ト ウェア展 開 プロ

チ展 開 プロセスの

セスの自 動 化 率

セスの自 動 化 率

自 動 化 率 90%以

50%以 上 )

75%以 上 )。エン

上 )。エンドポイン

ドポイント で、エン

ト で、エンドユー

ドユーザのセルフ

ザのセルフサービ

サービス用 ソフト

ス用 ソフト ウェアの

ウェアの利 用 が可

利 用 が可 能

能
機能的統合

ソフト ウェアのパッ

ソフト ウェアのパッ

ヘルプデスクまた

Flexera、

Flexera、

ケージ化 または展

ケージ化 または展

はサポート 、およ

ServiceNowなど

ServiceNowなど

開 チームおよびア

開 チームおよびア

び組 織 の脆 弱 性

の組 織 の脆 弱 性

の組 織 の脆 弱 性

プリケーション所

プリケーション所

管 理 と脅 威 管 理

管 理 、脅 威 管

管 理 、脅 威 管

有 者 に相 談 してく

有 者 に相 談 してく

のITリーダーまた

理 、IT資 産 管 理

理 、IT資 産 管 理

ださい

ださい

は同 等 者 に相 談

ツールにDeploy、

ツールにDeploy、

してください

Asset、

Asset、

Connect、

Connect、

Trendsが統 合 さ

Trendsが統 合 さ

れている

れている。ライセン
ス契 約 しているア
プリケーションを追
加 するための承
認 ワークフローの
統合。

レポート 作 成

手作業 - 運用担

手作業 - 運用担

自動 - 運用担当

自動 - 運用担当

当 向 けのみの報

当 とピアグループ

とピアグループ向

から経 営 陣 まで、 ターから経 営 陣 ま

自 動 。オペレー

告

向 けのみの報 告

けのみの報 告

関 係 者 に合 わせ

での関 係 者 に合

てカスタマイズして

わせて報 告 。

報告。
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指標

レベル1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

(要 改 善 )

(平 均 以 下 )

(平 均 )

(平 均 以 上 )

(最 適 )

Deployのカバー率

0～ 92%

93～ 94%

95～ 96%

97～ 98%

99～ 100%

30日 以 上 前 にリ

15%以 上

11～ 15%

6～ 10%

2～ 5%

0～ 1%

30日 以 上

26～ 30日

21～ 25日

15～ 20日

1～ 14日

0～ 19%

76～ 100%

51～ 75%

36～ 50%

20～ 35%

リースされたソフト
ウェア更 新 が適 用
されていないエンド
ポイント
ソフト ウェア展 開 の
平均間隔
セルフサービスから
のユーザ申 請 によ
りインスト ールされた
ソフト ウェア
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要件
Deployをインスト ールおよび使用するにあたっては、要件を確認してください。

Taniumの依存関係
Deploy製品モジュールのライセンスに加えて、ご使用の環境が以下の要件を満たしていることを確認してください。
コンポー

要件

ネント
Tanium

7.3.314.4250以 降

Core
Platform
Tanium

サポート されている任 意 のTanium Clientバージョン。各 OSでサポート されているTanium Clientのバージョンについては、Tanium Client

Client

Managementユーザガイド：クライアント のバージョンとホスト システムの要 件 を参 照 してください。
リスト されていないクライアント バージョンを使 用 する場 合 、特 定 の製 品 機 能 は利 用 できない可 能 性 があります。または、リスト されたク
ライアント バージョンのいずれかにアップグレードすることによってのみ解 決 できる安 定 性 の問 題 が発 生 する可 能 性 があります。

Tanium

Deployのインスト ールで [Install with Recommended Configurations (推 奨 構 成 でインスト ール)] が選 択 された場 合 、Tanium

の製 品

Serverはライセンス契 約 のあるすべてのモジュールを自 動 的 に一 括 インスト ールします。これ以 外 の場 合 は、Deployが機 能 するために
必 要 な各 種 モジュールを手 動 でインスト ールする必 要 があります。以 下 を参 照 してください。Tanium Consoleユーザガイド:。Taniumモ
ジュールの管 理 。
以 下 の最 小 バージョンのモジュールが必 要 です。
l

Tanium™ Endpoint Configuration 1.2以 降 (Tanium Client Management 1.5以 降 に含 まれる)

l

Tanium End-User Notifications 1.6.5以 降

l

Tanium Interact 2.4.74以 降 (最 良 の結 果 を得 るには、Interactの最 新 バージョンを使 用 してください)

l

Tanium Trends 3.6以 降

コン

Tanium Serverのインスト ール後 にTanium Consoleに初 めてログインすると、Deployが要 求 するコンピュータグループ( All

ピュー

Computers )が自 動 的 にインポート されます。

ターグ
ループ

Tanium ServerとModule Server
Deployがインスト ールされ、Module Serverのホスト コンピュータ上のサービスとして実行されます。使用状況によりますが、Module
Serverへの影響は小さいです。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ25

Tanium ServerとModule Serverのサイジングガイド ラインの詳細は、以下を参照してください。Tanium Core Platformインスト ールガ
イド ：ホスト システムのサイジングに関するガイド ライン。

エンドポイント
実際の環境に応じたカスタマイズ、チューニングについては、Taniumサポート に問い合わせる(70ページ)。詳細は、以下を参照してくだ
さい。Tanium Platformユーザガイド ：グローバル設定の管理。
サポート されているオペレーティングシステム
オペレーティングシステ

バージョン

注

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

End-User Notifications機 能 では、Windows Server Coreはサポート されて

以降

いません。

Windows 7 Service Pack 1 以 降

Windows 7 Service Pack 1にはMicrosoft KB2758857が必 要 です。

ム
Windows Server

Windowsワークステー
ション
macOS

Linux

l

macOS 11.0 Big Sur

l

macOS 10.15 Catalina

l

macOS 10.14.6 Mojave

l

macOS 10.13.6 High Sierra

l

macOS 10.12 Sierra

l

OS X 10.11 El Capitan

l

OS X 10.10 Yosemite

l

Amazon Linux 1以 降

l

Oracle Linux 6以 降

l

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6
以降

l

CentOS 6以 降

Windowsのシステム環境変数
Deployのファイルパスを参照するときは、明示的なファイルパスより、環境変数の使用をお勧めします。この方法は、オペレーティングシ
ステムの言語またはアーキテクチャに基づいて異なるパスから独立しており、実行時に動的なパスを構築することができます。
プロセスアーキテクチャ

システム環 境 変 数

Path

32ビット Windowsの32ビット プロセス

%PROGRAMFILES%

C:\Program Files

%COMMONPROGRAMFILES%

C:\Program Files\Common Files
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プロセスアーキテクチャ

システム環 境 変 数

Path

64ビット Windowsの32ビット プロセス

%PROGRAMFILES%

C:\Program Files (x86)

%PROGRAMFILESX86%

C:\Program Files (x86)

%COMMONPROGRAMFILES%

C:\Program Files (x86)\Common Files

%COMMONPROGRAMFILES(X86)%

C:\Program Files (x86)\Common Files

%COMMONPROGRAMW6432%

C:\Program Files\Common Files

%PROGRAMW6432%

C:\Program Files

%SystemDrive%、%SystemRoot%、%WinDir%など、Systemアカウント で使用できる追加の環境変数もサポート さ
れています。

ホスト とネット ワークセキュリティの要件
Deployを実行するには、特定のポート とプロセス、URLが必要です。

ポート
Deployの通信には、以下のポート が必要です。
情報元

接続先

ポート

Protocol

目的

Module Server

Module Server

17463

TCP

内 部 使 用 、外 部 からアクセスできません

(ループバック)

アプリケーションIDベースのルールではなく、TCPベースのルールを使用してTaniumト ラフィックのポート を開くようにファイ
アウォールポリシーを設定します。たとえば、Palo Alto Networksのファイアウォールであれば、アプリケーションオブジェク
ト やアプリケーショングループではなく、サービスオブジェクト やサービスグループを使用してルールを設定します。

セキュリティの除外
未知のホスト システムプロセスを監視およびブロックするためにセキュリティソフト ウェアが環境内で使用されている場合、セキュリティ管
理者はTaniumプロセスを干渉なく実行できるように除外を作成する必要があります。Taniumで定義するすべてのセキュリティ除外のリ
スト については、Tanium Core Platformデプロイリファレンスガイド を参照してください。ホスト システムセキュリティの除外を参照してくだ
さい。
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Deployのセキュリティ除 外
ターゲット デバイス

注

Module Server

プロセス
<Module Server>\services\deploy-service\node.exe

Endpoint

<Module Server>\services\endpoint-configuration-

Configurationがイ

service\TaniumEndpointConfigService.exe

ンスト ールされてい
る場 合 に必 要
Windowsエンドポイ

Microsoft Windows

ント

10アップグレード

C:\Deploy\Tanium\*

パッケージに対 して
のみ必 要
<Tanium Client>\Python27\TPython.exe
7.4.xクライアント

<Tanium Client>\Python38\TPython.exe

7.4.xクライアント

<Tanium Client>\Python38\*.dll
<Tanium Client>\Tools\Deploy\7za.exe
<Tanium Client>\Tools\SoftwareManagement\7za.exe
<Tanium Client>\TaniumCX.exe

Linuxエンドポイント

<Tanium Client>/python27/bin/pybin
7.2.xクライアント

<Tanium Client>/python27/pybin

7.4.xクライアント

<Tanium Client>/python38/python
<Tanium Client>/TaniumCX
<Tanium Client>/Tools/SoftwareManagement/data/software-management.db
<Tanium Client>/Tools/SoftwareManagement/data/software-management.db-wal
<Tanium Client>/Tools/SoftwareManagement/data/software-management.dc-shm

macOSエンドポイン

<Tanium Client>/python27/bin/pybin

ト
7.2.xクライアント

<Tanium Client>/python27/pybin

7.4.xクライアント

<Tanium Client>/python38/python
<Tanium Client>/TaniumCX
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インターネット のURL
不明なURLを監視およびブロックするために環境にセキュリティソフト ウェアが展開されている場合、セキュリティ管理者はTanium
Module ServerでDeployサービス用に以下のURLを許可する必要があります。
Tanium Serverは、定義済みパッケージギャラリのテンプレート のバイナリをダウンロード するために次のウェブサイト へのアクセス権を必
要とします。
ソフト ウェアパッケージ

ド メイン

ポート

7-zip

7-zip.org

443

Adobe Acrobat DC1

download.adobe.com

443

Adobe Acrobat Reader DC

ardownload2.adobe.com

443

download.adobe.com
Adobe AIR

download.macromedia.com

443

Adobe Digital Editions

adedownload.adobe.com

443

Adobe Flash Player

fpdownload.macromedia.com

443

Adobe Shockwave EOL2

fpdownload.macromedia.com

443

Box Drive

e3.boxcdn.net

443

Citrix Workspace( 旧 Citrix Receiver)

downloadplugins.citrix.com

443

DB Browser for SQLite

sqlitebrowser.org

443

Dropbox

clientupdates.dropboxstatic.com

443

FileZilla

download.filezilla-project.org

443

Google Android Studio

dl.google.com

443

Google Chrome

dl.google.com

443

Google Drive File Stream

dl.google.com

443

Microsoft Office 2019

officecdn-microsoft-com.akamaized.net

443

Microsoft Office 2019 with Teams

officecdn-microsoft-com.akamaized.net

443

Microsoft Power BI Desktop

downloads.microsoft.com

443

Microsoft Silverlight

go.microsoft.com

443

Microsoft Skype Desktop Client

*.azureedge.net

443
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ソフト ウェアパッケージ

ド メイン

ポート

Microsoft Visual Studio Code

code.visualstudio.com

443

Microsoft Windows 10アップグレード 3

content.tanium.com

443

Mozilla Firefox

releases.mozilla.org

443

NodeJS

nodejs.org

443

Notepad++

github.com

443

Oracle Java Runtime

javadl.oracle.com

443

sdlc-esd.oracle.com
Oracle MySQL Community

dev.mysql.com

443

PuTTY

the.earth.li

443

Royal Apps GmbH Royal TS

download.royalapplications.com

443

Slack

downloads.slack-edge.com

443

Tableau Reader

downloads.tableau.com

443

VideoLAN VLCメディアプレーヤー

download.videolan.org

443

VMware Workstation Player 4

download3.vmware.com

443

Wireshark

2.na.dl.wireshark.org

443

ズーム

d11yldzmag5yn.cloudfront.net

443

zoom.us
Zoom Outlookプラグイン

zoom.us

443

1 アップデート 操 作 のみ。
2 削 除 操 作 のみ。
3 このパッケージのテンプレート には、Windows 10 OSメディアは含 まれていません。詳 細 は、以 下 を参 照 してください。Taniumコミュニティ：
Tanium

DeployでWindows 10アップグレードを実 行 する方 法 ：セット アップ。
4 更 新 および削 除 操 作 のみ。

ユーザロールの要件
以降の表は、Deployを使用するために必要なロールのアクセス権限をまとめています。ロールのアクセス権限と関係するコンテンツセッ
ト についての詳細は、Tanium Core Platformユーザガイド ：RBACの管理を参照してください。
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Deployユーザーロールアクセス許 可
アクセス権 限

Deploy管 理
者1

Deployエンド

Deployオペ

ポイント 構 成

レータ1、2

承認者2

Deploy読 み

Deployサービ

Deployユーザ

ケージ管 理 者

取 り専 用 ユー

スアカウント 1,3

1、2

1、2

ザ1

Deployパッ

Deployを表 示
Deployワークベ
ンチの表 示

Deploy
Deployments
Write (Deployの
デプロイ書 き込
み)
デプロイの作 成
と変 更

Deployエンド ポイ
ント 構 成 の承 認
エンドポイント
構 成 承 認 の承
認

Deployエンド ポイ
ント 構 成 の登 録
Endpoint
Configuration
への登 録

Deploy
Maintenance
Windows Write
(Deployのメンテ
ナンスウィンド ウ
書 き込 み)
メンテナンスウィ
ンドウの作 成 、
変 更 、削 除

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ31

Deployユーザーロールアクセス許 可 (続 き)
アクセス権 限

Deploy管 理
者1

Deployエンド

Deployオペ

ポイント 構 成

レータ1、2

承認者2

Deploy読 み

Deployサービ

Deployユーザ

ケージ管 理 者

取 り専 用 ユー

スアカウント 1,3

1、2

1、2

ザ1

Deployパッ

Deploy Module
Read (Deployモ
ジュールの読 み
取 り)
Deployモジュー
ルの読 み取 りア
クセス

Deploy Module
Write (Deployモ
ジュールへの書 き
込 み)
Deployモジュー
ルへの書 き込
みアクセス

Deploy Settings
Write (Deploy設
定 の書 き込 み)
Deployモジュー
ルのグローバル
設 定 への書 き
込 みアクセス

Deployオペレータ
設 定 の書 き込 み
Deployモジュー
ルの一 部 グロー
バル設 定 への
書 き込 みアクセ
ス権
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Deployユーザーロールアクセス許 可 (続 き)
アクセス権 限

Deploy管 理
者1

Deployエンド

Deployオペ

ポイント 構 成

レータ1、2

承認者2

Deploy読 み

Deployサービ

Deployユーザ

ケージ管 理 者

取 り専 用 ユー

スアカウント 1,3

1、2

1、2

ザ1

Deployパッ

Deployプロファイ
ルの書 き込 み
セルフサービス
プロファイルの
作 成 、変 更 、
削除

Deploy Use API
(DeployでAPIを
使用)
APIを使 用 して
Deployの操 作
を実 行 する

1 このロールは、Tanium Trendsにモジュールアクセス権 限 を提 供 します。このロールに付 与 されているTrendsアクセス権 限 はTanium Consoleで確

認 できます。詳 細 は、以 下 を参 照 してください。Tanium Trendsユーザガイド：ユーザロール要 件 。
2 このロールは、Tanium Endpoint Configurationにモジュールアクセス権 限 を提 供 します。このロールに付 与 されているEndpoint Configurationアク

セス権 限 はTanium Consoleで確 認 できます。詳 細 は、以 下 を参 照 してください。Tanium Endpoint Configurationユーザガイド：ユーザロール要
件。
3 Tanium Client Managementをインスト ールした後 でEndpoint Configurationをインスト ールする場 合 、デフォルト では、モジュールサービスアカウン

ト が開 始 する構 成 変 更 (ツールのデプロイなど)には承 認 が必 要 です。[Endpoint Configuration Bypass Approval (エンド ポイント 設 定 のバイパ
ス承 認 )]アクセス権 限 をこのロールに適 用 し、関 連 するコンテンツセット を追 加 すると、モジュール生 成 の構 成 変 更 に対 する承 認 をバイパスできま
す。詳 細 は、Tanium Endpoint Configurationユーザガイド：ユーザロールの要 件 を参 照 してください。

提 供 されたDeployマイクロ管 理 者 とAsset拡 張 ユーザーロールアクセス許 可
アクセス権 限

ロール

アクセス許 可

Deploy

Deployエンド

Deploy

Deploy

Deploy読 み

Deploy

Deploy

タイプ

用 コンテンツ

管理

ポイント 構 成

オペ

パッケージ

取 り専 用

サービスア

ユー

セット

者

承認者

レータ

管理者

ユーザー

カウント

ザー

Read User (読 み取 りユー

Micro

ザ)

Admin

Read User Group (ユーザ

Micro

グループの読 み取 り)

Admin
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提 供 されたDeployマイクロ管 理 者 とAsset拡 張 ユーザーロールアクセス許 可 (続 き)
アクセス権 限

ロール

アクセス許 可

Deploy

Deployエンド

Deploy

Deploy

Deploy読 み

Deploy

Deploy

タイプ

用 コンテンツ

管理

ポイント 構 成

オペ

パッケージ

取 り専 用

サービスア

ユー

セット

者

承認者

レータ

管理者

ユーザー

カウント

ザー

Read Computer Group

Micro

(コンピュータ グループの読

Admin

み取 り)
Ask Dynamic Questions

詳細

(ダイナミックQuestionの実
行)
Read Sensor (センサーの

詳細

予約

詳細

デフォルト

詳細

ベース

詳細

コンテンツセッ

読 み取 り)
Read Sensor (センサーの
読 み取 り)
Read Sensor (センサーの
読 み取 り)
Read Sensor (センサーの
読 み取 り)

ト をデプロイす
る

Read Action (アクションの

詳細

読 み取 り)

コンテンツセッ
ト をデプロイす
る

Read Action (アクションの

詳細

読 み取 り) 1
Write Action (アクションの

End-User
Notifications

詳細

書 き込 み)

コンテンツセッ
ト をデプロイす
る

Write Action (アクションの

詳細

書 き込 み) 1
アクションの承 認

End-User
Notifications

詳細

コンテンツセッ
ト をデプロイす
る

Execute Plugin (プラグイン
の実 行 )

詳細

コンテンツセッ
ト をデプロイす
る
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提 供 されたDeployマイクロ管 理 者 とAsset拡 張 ユーザーロールアクセス許 可 (続 き)
アクセス権 限

プラグインの実 行 2

ロール

アクセス許 可

Deploy

Deployエンド

Deploy

Deploy

Deploy読 み

Deploy

Deploy

タイプ

用 コンテンツ

管理

ポイント 構 成

オペ

パッケージ

取 り専 用

サービスア

ユー

セット

者

承認者

レータ

管理者

ユーザー

カウント

ザー

詳細

Endpoint
Configuration

プラグインの実 行 3

詳細

Tanium Data
Service

プラグインの実 行 4

詳細

Trends

Read Package (パッケー

詳細

コンテンツセッ

ジの読 み取 り)

ト をデプロイす
る

Read Package (パッケー

詳細

ジの読 み取 り) 1
Write Package (パッケー

End-User
Notifications

詳細

ジの書 き込 み)

コンテンツセッ
ト をデプロイす
る

Read Saved Question

詳細

コンテンツセッ

(保 存 されたQuestionの読

ト をデプロイす

み取 り)

る

Read Saved Question

詳細

(保 存 されたQuestionの読

End-User
Notifications

み取 り) 1
Write Saved Question (保

詳細

コンテンツセッ

存 されたQuestionの書 き

ト をデプロイす

込 み)

る

Write Saved Question (保
存 されたQuestionの書 き

詳細

End-User
Notifications

込 み) 1
1 Tanium End-User Notifications共 有 サービスがインスト ールされているときに提 供 された許 可 を示 します。
2 Tanium Endpoint Configurationがインスト ールされたときに提 供 されるアクセス権 限 であることを示 します。
3 Tanium Interactがインスト ールされたときに提 供 されるアクセス権 限 であることを示 します。
4 Tanium Interactがインスト ールされたときに提 供 されるアクセス権 限 であることを示 します。

コンテンツセット とアクセス権限についての詳細および説明については、Tanium Core Platformユーザガイド ：ユーザとユーザグループを
参照してください。
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Deployのインスト ール
[Tanium Solutions (Taniumソリューション)] ページを使用して、Deployをインスト ールし、自動または手動構成のいずれかを選択す
ることができます。
l

デフォルト 設定を使用した自動構成(Tanium Core Platform 7.4.2以降のみ)：Deployは、必要な依存関係とその他の選択
された製品とともにインスト ールされます。インスト ール後、Tanium Serverは推奨されるデフォルト 設定を自動的に設定しま
す。このオプションは、ほとんどのデプロイのベスト プラクティスです。Deployの自動構成についての詳細は、「Deployのインポー
ト と設定にデフォルト 設定を使用する(36ページ)」を参照してください。

l

カスタム設定を使用した手動構成: Deployをインスト ールした後、必要な設定を手動で設定する必要があります。このオプショ
ンは、Deployに推奨されるデフォルト 設定とは異なる設定が必要な場合にのみ選択します。詳細は、Deployのインポート およ
び設定にカスタム設定を使用する(37ページ)を参照してください。

使用を開始する前に
l

リリースノート をお読みください。

l

要件(25ページ)を確認してください。

l

以前のバージョンからアップグレード する場合は、Deployをアップグレード する(37ページ)を参照してください。

Deployのインポート と設定にデフォルト 設定を使用する
自動設定でDeployをインポート すると、次のデフォルト 設定が適用されます。
l

Deployサービスアカウント には、モジュールのインポート に使用したアカウント が設定されます。

l

Deployに必要なコンピュータグループがインポート されます。

l

Deployアクショングループには、All Computers コンピュータグループが設定されます。

l

アクションロックされたマシンに対しては、適用可否スキャンのみが有効になるため、展開が実行されることはありません。

l

Always On (常時オン) のメンテナンスウインド ウが作成され、All Computers (すべてのコンピュータ) コンピュータグループに

強制適用されます。
l

次の展開テンプレート が作成されます。
l

[Standard Deployment] - デフォルト

l

[Deployment with Reboot]

l

[Deployment with Pre-Notification]

Deployをインポート して、デフォルト 設定を適用するには、手順の実行で [Apply Tanium recommended configurations (Tanium
推奨構成を適用)] チェックボックスを選択します。手順の詳細は、以下を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド ：Taniumモ
ジュールの管理。インポート を終えたら、正しいバージョンがインスト ールされていることを確認します。「Deployのバージョンを確認する
(37ページ)」を参照してください。
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(Tanium Core Platform 7.4.5以降のみ)自動構成でDeployをインポート する手順には、DeployアクショングループがNo Computers
フィルタグループを対象にするように設定するためのオプションの手順が含まれています。このオプションを選択すると、Deploy がエンド ポ
イント に自動的にtoolsをデプロイしなくなります。たとえば、すべてのエンド ポイント にtoolsをデプロイする前に、一部エンド ポイント でテス
ト したいとしましょう。この場合、その一部のみを対象とするtoolsアクショングループを手動でデプロイできます。

Deployのインポート および設定にカスタム設定を使用する
デフォルト の設定を自動的に適用することなくDeployのインポート だけ行うには、手順の実行で必ず [Apply Tanium recommended
configurations (Tanium推奨設定を適用)] チェックボックスをオフにします。手順の詳細は、以下を参照してください。Tanium
Consoleユーザガイド ：Taniumモジュールの管理。インポート したら、正しいバージョンがインスト ールされていることを確認します。
Deployのバージョンを確認する(37ページ)を参照してください。
サービスアカウント の設定については、「サービスアカウント を構成する(39ページ)」を参照してください。
コンピュータグループの編成については、「コンピュータグループを編成する(40ページ)」を参照してください。
Deployアクショングループを設定するには、「 Deployアクショングループにコンピュータグループを追加する(40ページ)」を参照してくださ
い。

Taniumソリューションの依存関係を管理する
初めてDeployワークベンチを起動すると、Tanium Consoleは、Deployに必要なすべての依存関係の必要なバージョンがインスト ール
されているか確認します。Deployワークベンチを読み込むには、必要なTanium依存関係のすべてがインスト ールされている必要があり
ます。環境にインスト ールされていないTanium依存関係があると、バナーが表示されます。Tanium Consoleは、必要なTanium依存
関係と必要なバージョンを一覧表示します。
1.

Tanium Consoleが依存関係として挙げたモジュールおよび共有サービスをインスト ールします。詳しくは、『Tanium Console
ユーザガイド 』の 「特定のソリューションをインポート /再インポート /更新する」を参照してください。

2.

メインメニューから[Modules (モジュール)] > Deploy に移動してDeployの[Overview (概要)]ページを開きます。

Deployをアップグレードする
Deployをアップグレード する手順については、以下を参照してください。Tanium Consoleユーザガイド : Taniumモジュールの管理。アッ
プグレード したら、正しいバージョンがインスト ールされていることを確認します。「Deployのバージョンを確認する(37ページ)」を参照して
ください。

Deployのバージョンを確認する
Deployのインポート またはアップグレード 後、正しいバージョンがインスト ールされていることを確認します。
1.

ブラウザを更新します。

2.

メインメニューから [Modules (モジュール)]> Deploy に移動して Deployの [Overview (概要)] ページを開きます。

3.

バージョン情報を表示するには、Info をクリックします。

© 2021 Tanium Inc. All Rights Reserved

ページ37

Deployの構成設定
Deployのインスト ールで [Apply Tanium recommended (Tanium推奨構成を適用)] を使用しなかった場合、一部機能を有効およ
び設定する必要があります。

グローバル設定の設定をする
Taniumプラット フォームは、サイズの大きいペイロード を最適配布できるよう設定することができます。通常、このペイロード はソフト ウェ
アのダウンロード とインスト ールに関係しています。
1.

メインメニューから [Administration (管理)] > [Management (管理)] > [Global Settings (グローバル設定)] に移動します。

2.

クライアント のキャッシュを大きくするには、[New Setting (新規設定)] をクリックして、次の情報を入力し、[Save (保存)] をクリッ
クします。
Setting Name (設定名)：ClientCacheLimitInMB
Setting Value (設定値)：2048
Affects (作用)：Client
Value Type (値の型): 数値

3.

ホット キャッシュ率を大きくするには、[New Setting (新規設定)] をクリックして、次の情報を入力し、[Save (保存)] をクリックしま
す。
Setting Name (設定名)：HotCachePercentage
Setting Value (設定の値): 80
Affects (被影響対象): クライアント
Value Type (値の型): 数値
グローバル設定変更がクライアント に伝搬されるには、最大5時間かかることがあります。

Tanium End User Notificationsをインスト ールおよび設定する
Tanium End User Notificationsソリューションを利用すると、Windowsエンド ポイント へのデプロイとともに通知メッセージを作成して、
システムのデプロイ開始、デプロイの完了をユーザに通知することができます。また、延期が有効な場合は、デプロイを延期するか、今
すぐ再起動のオプションをユーザに提供することもできます。
詳細については、Tanium End-User Notificationsユーザガイド ：End User Notificationsの概要。

Tanium Endpoint Configurationをインスト ールおよび設定する
Tanium Endpoint Configurationでソリューションの構成を管理する
Taniumエンド ポイント 設定は、Taniumソリューションの構成情報と必要なツールをエンド ポイント に提供します。エンド ポイント 設定
は、従来Taniumの追加機能に付随していた設定アクションを統合し、ソリューションの構成を実施してから、その構成がエンド ポイント
に到達するまでの間にタイミングエラーが発生する可能性を排除します。このように設定を管理することで、Tanium機能のインスト ー
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ル、設定、および使用する時間が大幅に短縮されるとともに、エンド ポイント のグループをより柔軟に特定の設定の対象にすることがで
きます。

エンド ポイント 設定は、Tanium Client Managementの一部としてインスト ールされます。詳細は、以下を参照してくだ
さい。Tanium Client Managementユーザガイド ：Client Managementのインスト ール

また、エンド ポイント 設定を使用して、また、エンド ポイント 設定の承認を管理することもできます。たとえば、エンド ポイント 設定で承認
権限を持つユーザが構成の変更を承認するまで構成変更がデプロイされないようにできます。Deployの設定変更の承認に必要な
ロールと権限についての詳細は、「ユーザロールの要件(30ページ)」を参照してください。
エンド ポイント 設定を使用して承認を管理するには、構成の承認を有効にする必要があります。
メインメニューから、[Administration (管理)] > [Shared Services (共有サービス)] > [Endpoint Configuration (エンド ポイント

1.

設定)] に移動して、エンド ポイント 設定の [Overview (概要)] ページを開きます。
2.

[Settings (設定)] をクリックし、[Global (グローバル)] タブをクリックします。

3.

[Enable configuration approvals (構成の承認を有効化)] を選択し、[Save (保存)] をクリックします。

エンド ポイント 設定についての詳細は、Tanium エンド ポイント 設定ユーザガイド を参照してください。
設定の承認を有効にしている場合は、エンド ポイント に設定を展開する前に、Endpoint Configurationで次の設定変更を承認する
必要があります。
l

展開の作成、停止、再発行

l

メンテナンスウインド ウ強制の追加または削除

l

セルフサービスプロファイルの作成、編集、削除

l

エンド ポイント の初期化、ソフト ウェアパッケージカタログの配布、Deploy設定の更新などのユーザ主導のアクション

Deployを設定する
サービスアカウント を構成する
このサービスアカウント は、Deployのいくつかのバックグラウンド 処理を実行するユーザです。このユーザには、Content Administratorと
Deploy Service Account、End-User Notifications Read Only Userロール、またはTanium Administratorロールが必要です。
Tanium Client Managementをインスト ールした後でEndpoint Configurationをインスト ールする場合、デフォルト では、モジュール
サービスアカウント が開始する構成変更(ツールのデプロイなど)には承認が必要です。[Endpoint Configuration Bypass Approval (エ
ンド ポイント 設定のバイパス承認)]アクセス権限をこのロールに適用し、関連するコンテンツセット を追加すると、モジュール生成の構成
変更に対する承認をバイパスできます。詳細は、Tanium Endpoint Configurationユーザガイド ：ユーザロールの要件を参照してくださ
い。Deployのアクセス権限についての詳細は、ユーザロールの要件(30ページ)を参照してください。
1.

Deployの概要ページで、[Settings (設定)] をクリックし、必要に応じて [Service Account (サービスアカウント )] をクリックします。

2.

ユーザ名とパスワード を入力し、[保存]をクリックします。
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コンピュータグループを編成する
パッケージまたはバンド ルをデプロイする方法の1つは、コンピュータグループによるものです。関連するコンピュータグループを作成して、
エンド ポイント を整理します。次のオプションがあります：
l

エンド ポイント タイプ(サーバや従業員のワークステーションなど)

l

エンド ポイント の場所(国やタイムゾーンなど)

l

エンド ポイント の優先順位(ビジネスクリティカルなマシンなど)

Deployでは、手動のコンピュータグループはサポート されていません。詳細については、Tanium Core Platformユーザガイド ：コンピュー
タグループの管理を参照してください。

Deployアクショングループにコンピュータグループを追加する
Deployモジュールをインポート すると、特定のエンド ポイント を対象とするアクショングループが自動的に作成されます。Deployアクショ
ングループに含めるコンピュータグループを選択します。デフォルト では、Deployはどのコンピュータも対象にしていません。

Deployが対応しているオペレーティングシステムのすべてがDeployアクショングループに含まれていることを確認します。

1.

メインメニューから [Administration (管理)] > [Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (スケジュール済みアクション)] に移
動します。

2.

[Tanium Deploy (Tanium Deploy)] をクリックします。

3.

アクショングループに含めるコンピュータグループを選択し、[Save (保存)] をクリックしますます。
複数のコンピュータグループを選択する場合は、演算子(ANDまたはOR)を選択してグループを結合します。

Deployのエンドポイント を初期化する
Deployは、対象にした各エンド ポイント にツールセット をインスト ールします。エンド ポイント を初期化すると、Deployサービスが開始さ
れ、Deployプロセスが実行されていないすべてのエンド ポイント でプロセスが開始されます。
1.

DeployのOverview (概要)ページで [Help (ヘルプ)] をクリックし、必要に応じて [Support (サポート )] をクリックします。

2.

[Initialize Endpoints (エンド ポイント の初期化)] をクリックし、アクションを確定します。
最初のツールのデプロイ後、エンド ポイント でステータスが表示されるまでに最大4時間かかることがあります。
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ソフト ウェアの管理
ソフト ウェアパッケージを使用して、一連の対象コンピュータのソフト ウェアをインスト ール、更新、削除することができます。ソフト ウェアバ

ンド ルを使用して、展開するソフト ウェアパッケージのシーケンスリスト を指定します。Deployには、一般的なソフト ウェアパッケージの
ギャラリ(定義済みパッケージギャラリも用意されています。
[Predefined Package Gallery (定義済みパッケージギャラリ)] ページは、インポート できる定義済みソフト ウェアパッケージテンプレート
の一覧です。ソフト ウェアパッケージギャラリを使用して、サード パーティのソフト ウェアパッケージテンプレート をインポート し、一連の対象
コンピュータのソフト ウェアをインスト ール、更新、削除することができます。

Taniumは、サード パーティのソフト ウェアインスト ーラを再パッケージ化または再配布はしません。Taniumソフト ウェア
パッケージテンプレート は、サード パーティベンダーからソフト ウェアインスト ーラを直接ダウンロード するためのリモート ファ
イルパスを提供します。サード パーティ製ソフト ウェアをTaniumソフト ウェアパッケージカタログにインポート する前に、該
当するサード パーティ製エンド ユーザー使用許諾契約書(EULA)を確認する必要があります。Taniumは、お客様に代
わってサード パーティソフト ウェアベンダーからのEULAを受け入れることについて一切責任を負いません。

使用を開始する前に
適用範囲チェックおよびコマンド ラインによる操作の場合、すべてのエンド ポイント に必要なシステム環境変数が定義されていることを確
認してください。詳細については、Windowsのシステム環境変数(26ページ)を参照してください。

ソフト ウェアパッケージを作成する
1.

Deployメニューから[Software (ソフト ウェア)] に移動し、[Create Software Package (ソフト ウェアパッケージの作成)] をクリックし
ます。

2.

[Package Files (パッケージファイル)] セクションで、[Add Package Files (パッケージファイルの追加)]をクリックして、ローカルまた
はリモート ファイル、リモート フォルダのいずれかを追加します。
これらは、管理されたデバイスにアプリケーションをサイレント インスト ールするために必要なファイルです。msiやexeインスト ーラ、リ
ソースファイルまたはフォルダ、構成ファイル、カスタムスクリプト 、カスタムレジスト リファイル、ライセンスキーなどを追加することがで
きます。
リモート ファイルまたはリモート フォルダを選択する場合は、Tanium Module Serverサービスアカウント がそのリ
モート の場所にアクセスでき、かつ十分なアクセス権限が必要です。
1.

WindowsのModule Server: リモート 共有へのシームレスなアクセスに、ド メイン参加アカウント を使用し
ます。

2.

ApplianceのModule Server: 認証ユーザを追加します。詳細については、次を参照してください。
Tanium Appliance展開ガイド ：TDownloaderの認証ユーザを追加します。
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3.

[Package Details (パッケージの詳細)] セクションで、一般的な製品情報を入力して、OSプラット フォームを選択し、[Choose
Icon (アイコンの選択)] をクリックして、セルフサービス展開用のアイコンをアップロード します。

1.

パッケージファイルにWindowsインスト ーラパッケージ(MSIファイル形式)が含まれる場合は、[Inspect
MSI to Populate Fields (MSIを検査してフィールド を設定)] をクリックして、.msiファイルから情報を抽
出し、設定された情報を確認します。この機能によって、その前に手動で入力していた情報が上書きさ
れることはありません。

2.

Deployサービスアカウント として設定されているアカウント には、Tanium Module Serverでの
PowerShell実行アクセス権が必要です。

4.

[System Requirements (システム要件)]セクションでは、パッケージがエンド ポイント で実行されるための最小システム要件を指
定します。

5.

[Deploy Operations (Deployの操作)] セクションで、有効にする操作を選択します。Install (インスト ール)、Update (更新)、
Remove (削除)のいずれかを選択し、このパッケージに対して有効にしたDeploy操作に対する条件付きコマンド を追加します。
(Windows) 詳細は、「 Windowsの適用可否スキャンとコマンド ライン操作の変数(43ページ)」を参照してください。
MSIの検査を選択した場合は、一部の操作は事前に有効にされて、情報が設定されます。事前設定された情
報を確認または更新できます。
実行中のプロセスの確認
たとえばChrome.exeなどのプロセス名を指定し、プロセスを終了するか一時停止するかを選択します。
コマンド の実行
実行するコマンド (インスト ール、更新、または削除)を指定し、コマンド をSystem (システム)またはActive User (アクティ
ブユーザ)として実行するかどうかを選択します。コマンド のパスにスペースが含まれる場合は、二重引用符を使用しま
す。これは変数にも適用されます。
ファイル/フォルダ
ファイルまたはフォルダのコピー、フォルダの作成、ファイルまたはフォルダの削除、ファイルまたはフォルダの抽出、ファイルま
たはフォルダ名の変更ができます。ファイル/フォルダアクションでは、実行元は実行するパッケージがあるフォルダです。たと
えば、c:\tempなどの別のフォルダを指定する場合は、完全修飾パスを指定します。実行先も、完全修飾パスである必
要があります。詳細は、「ファイル/フォルダのアクション(43ページ)」を参照してください。
Tanium Clientファイルリクエスト
HTTP(S)アド レスまたはUNC形式のファイルパスとファイル名を指定できます。入力するURIは必ず、Tanium Serverで
許可されている必要があります。詳細は、以下を参照してください。Tanium Platformユーザガイド ：URLの許可の管
理。

6.

[Installation Requirements (インスト ール要件)] セクションでは、前提ソフト ウェアに関する検出ルールのリスト を追加します。
(Windows) 詳細は、「 Windowsの適用可否スキャンとコマンド ライン操作の変数(43ページ)」および「WMIクエリ(43ページ)」を
参照してください。

7.

(任意)更新の操作が選択されている場合は、以前のバージョンの検出ルールのリスト を追加します。(Windows) 詳細は、「
Windowsの適用可否スキャンとコマンド ライン操作の変数(43ページ)」および「WMIクエリ(43ページ)」を参照してください。
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8.

[Install Verification (インスト ール検証)]セクションでは、インスト ール検証用の検知ルールのリスト を追加します。(Windows)
詳細は、「 Windowsの適用可否スキャンとコマンド ライン操作の変数(43ページ)」および「WMIクエリ(43ページ)」を参照してくだ
さい。

9.

[Create Package (パッケージの作成)]をクリックします。[Save and Finish Later (保存して後で終了)]をクリックして、パッケージ
の作成を後で終了することもできます。

Windowsの適用可否スキャンとコマンド ライン操作の変数
Windowsソフト ウェアパッケージの作成では、適用可否スキャンとコマンド ライン操作の変数として||PROGRAMFILES32BIT||、
||PROGRAMFILES||、||ACTIVEUSERPROFILE||、||ACTIVEUSERREGISTRY||を使用することができます。[Requirements (要
件)]、[Update Detection (更新の検出)]および[Install Verification (インスト ールの検証)]セクションでは、[Registry Path (レジスト リ
パス)]、[Registry Data (レジスト リデータ)]、[File Path (ファイルパス)]または[File Version (ファイルバージョン)]フィルタフィールド を選
択すると、それらの変数を使用することができます。
インスト ーラアーキテクチャ

変数

Path

32ビット エンドポイント 上 の32ビット

||PROGRAMFILES32BIT||

Program Filesフォルダへのパス
(例 : C:\Program Files)

64ビット エンドポイント 上 の32ビット

||PROGRAMFILES32BIT||

C:\Program Files (x86)

32ビット エンドポイント 上 の64ビット

||PROGRAMFILES||

C:\Program Files

64ビット エンドポイント 上 の64ビット

||PROGRAMFILES||

C:\Program Files

任意

||ACTIVEUSERPROFILE||

アクティブな認 証 ユーザーのプロファイルディレクト リ
(例 ：C:\users\john.smith)

任意

||ACTIVEUSERREGISTRY||

アクティブな認 証 ユーザーのレジスト リハイブ
(例 ：HKEY_USERS\USER-SID\)

コマンド のパスにスペースが含まれる場合は、二重引用符(")を使用します。これは変数にも適用されます。

WMIクエリ
WMIクエリを使用すると、ソフト ウェアパッケージ内の任意の検出ルールについてWMIクラスの情報を照会することができます。WMIクエリ
を使用すると、Win32_Product WMIクラスに対してクエリを実行できません。
詳細は、以下を参照してください。[Microsoft Documentation]：Win32_Productクラス。

ファイル/フォルダのアクション
ファイルおよびフォルダに対して、次のアクションを実行することができます。

ファイル/フォルダアクションのフォルダパスおよびファイル名に引用符を使用しないでください。
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ファイル/フォルダのコピー
完全修飾パスとファイル名を指定します。実行先がフォルダの場合、Deployは実行元を実行先フォルダにコピーします。この
操作で既存のフォルダが置き換えられることはありません。たとえば、上書きを有効にした状態でfirefox.appを
/Applications/firefox.appにコピーするコマンド を実行すると、/Applications/firefox.appが既存のフォルダで
あるかどうかに応じて、結果は次のようになります。既存のフォルダでない場合は、/Applications/firefox.appが作成さ
れ、既存のフォルダの場合は、Applications/firefox.app/firefox.appが作成されます。
/Applications/firefox.appを置き換えるには、実行先に/Applications/firefox.appではなく/Applications
を設定します。
フォルダの作成
フォルダを作成します。存在しない親フォルダのパスを指定すると、そのパスが作成されます。たとえば、c:\temp\myfilesを
指定すると、c:\tempフォルダとmyfilesサブフォルダが作成されます。
ファイル/フォルダの削除
指定されたフォルダのサブフォルダもすべて削除されます。
ファイル/フォルダの抽出
ファイルの抽出でサポート されているファイルの種類は、7zとtar、zip、bzip2、gzip、xz、Zです。既存のフォルダパスまたは新し
いフォルダパスを指定します。たとえば、ファイルとしてexample.zipと実行先としてc:\temp\myunzippedfileというように
指定します。
ファイル/フォルダの名前変更
既存の(実行元)パスと実行先(更新後)の完全修飾パスとファイル名を指定します。

ソフト ウェアパッケージをエクスポート する
ソフト ウェアパッケージをエクスポート して、後で別のサーバにパッケージをインポート したり、削除したパッケージを再作成したりすることが
できます。
1.

Deployメニューから [Software (ソフト ウェア)] に移動します。

2.

パッケージの名前をクリックし、エクスポート をクリックします。

ZIPファイルはダウンロード フォルダにあります。

ソフト ウェアパッケージをインポート する
以前にエクスポート したソフト ウェアパッケージを別のサーバにインポート するか、削除したパッケージを再作成することができます。
1.

Deployメニューから [Software (ソフト ウェア)] に移動し、[Import Package (パッケージのインポート )] をクリックします。

2.

以前にエクスポート したZIPファイルを参照し、[Import (インポート )]をクリックします。

3.

必要なファイルがある場合は、(ファイルをダウンロード )をクリックします。
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4.

[Import (インポート )] をクリックします。重複パッケージをインポート する場合は、[ImportDuplicate (重複のインポート )] をクリック
します。

定義済みパッケージギャラリからソフト ウェアパッケージをインポート する
1.

Deployメニューから、[Software (ソフト ウェア)] に移動し、[Predefined Packages Gallery (定義済みパッケージギャラリ)] をク
リックします。

2.

インポート するパッケージの [Import (インポート )] をクリックします。
複数のパッケージを同時にインポート するには、インポート するパッケージを選択し、[Import (インポート )]をクリッ
クします。

パッケージをインポート してカタログを配布すると、そのパッケージを展開、編集、削除、またはエクスポート することができます。

Oracle Java 8パッケージをインポート して以前のバージョンのJavaを削除する場合は、ソフト ウェアパッケージの
[Update Command (更新コマンド )]フィールド のrunコマンド の最後にREMOVEOUTOFDATEJRES = 1 を追加できま
す。

ソフト ウェアパッケージカタログを配布する
ソフト ウェアパッケージの作成または編集後は、更新されたソフト ウェアパッケージカタログをエンド ポイント に配布する必要があります。エ
ンド ポイント が更新されたソフト ウェアパッケージカタログを受け取ると、パッケージの適用範囲を表示できます。
Deployを新規インスト ールで変更が検出されると、ソフト ウェアパッケージカタログが自動的にエンド ポイント に配布されます。
Deploy 2.1.9以前からのアップグレード でソフト ウェアパッケージカタログを自動的に配布したい場合は、[Deploy Settings (Deployの設
定)] の[Configuration Settings (構成設定)] タブでAuto-Distribute Catalog (カタログの自動配布)オプションを有効にする必要があ
ります。このオプションが有効でない場合は、更新が検出されるたびにソフト ウェアパッケージカタログを配布するように求められ、
[Distribute Catalog (カタログの配布)] をクリックする必要があります。
ソフト ウェアパッケージカタログを配布する

ソフト ウェアパッケージカタログのパッケージを置き換える、または新しいパッケージ
を追加する
インポート しようとしているソフト ウェアパッケージがソフト ウェアパッケージカタログにすでに存在する場合は、再度インポート する前に2つ
のオプションが表示されます。既存のパッケージを置き換える場合、[Replace existing (既存を置き換える)]を選択します。パッケージ
をインポート するだけでなく、既存のパッケージも保持する場合は、[Save as another software package (別のソフト ウェアパッケージ
として保存)]を選択します。その後、ソフト ウェアパッケージカタログに一意のレコード を作成するために、少なくとも1つのフィールド を更新
する必要があります。
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パッケージはすでに存在します

ソフト ウェアパッケージの適用不可を表示する
1.

Deployメニューから [Software (ソフト ウェア)] に移動し、パッケージを展開します。
また、パッケージ名をもう一度クリックして、ソフト ウェアパッケージの適用可否を表示することもできます。
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2.

特定の適用可否についての詳細は、その適用可否状態のエンド ポイント の割合に対応するリンクをクリックします。

3.

エンド ポイント の適用範可否詳細を表示するには、[Full Report (フルレポート )] をクリックします。

ソフト ウェアバンドルを作成する
1.

Deployメニューから [Software (ソフト ウェア)] に移動し、[Software Bundles (ソフト ウェアバンド ル)] をクリックします。

2.

[Create Software Bundle (ソフト ウェアバンド ルの作成)] をクリックします。

3.

[Bundle Details (バンド ルの詳細)] セクションでバンド ル名と説明(任意)を指定します。

4.

[Bundle Workflow (バンド ルのワークフロー)] セクションで、ソフト ウェアのオプションを選択します。
a.

[Add (追加)] をクリックしてバンド ルに追加するソフト ウェアパッケージを選択します。
プラット フォーム、ベンダ名、またはパッケージのタイト ルを入力することでパッケージをフィルタリングすること
ができます。

b.

特定のバージョンを選択するか、または[Latest Applicable (最新の適用可能バージョン)] を選択して、各エンド ポイント に
ついて最新の使用可能バージョンを自動的に選択します。

c.

操作を選択します。Install Or Update (インスト ール/更新)、Install (インスト ール)、Update (更新)、Remove (削除)。

d.

パッケージが失敗した場合に、バンド ルを終了するか続行するか選択します。

パッケージをド ラッグして、パッケージの順序を変更することができます。

5.

[Create Bundle (バンド ルの作成)]をクリックします。

ソフト ウェアパッケージまたはバンドルを編集する
パッケージまたはバンド ルを編集するには、パッケージまたはバンド ルの名前をクリックし、[Edit (編集)]をクリックします。
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ソフト ウェアパッケージまたはバンド ルを編集して保存すると、そのパッケージまたはバンド ルのバージョン番号が大きくなります。既存のデ
プロイのすべては、更新されたソフト ウェアパッケージカタログが配布されるまで、デプロイ時に指定されたバージョンを引き続き使用しま
す。

ソフト ウェアパッケージまたはバンドルをコピーする
パッケージまたはバンド ルをコピーするには、パッケージまたはバンド ルの名前をクリックし、[Copy (コピー)]をクリックします。
ソフト ウェアパッケージまたはバンド ルをコピーすると、名前の先頭にCopyが自動的に追加されます。

ソフト ウェアパッケージまたはバンドルを削除する
パッケージまたはバンド ルを削除するには、パッケージまたはバンド ルの名前をクリックし、削除 をクリックします。
複数のパッケージを一度に削除するには、[Software Packages (ソフト ウェア パッケージ)] ページで削除するパッケージを選択し、
[Delete (削除)] をクリックします。
ソフト ウェアパッケージまたはバンド ルは、アクティブ展開で参照されていない場合にのみ削除できます。
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ソフト ウェアの展開
デプロイを実行して、ターゲット コンピュータのセット にソフト ウェアをインスト ール、更新、またはアンインスト ールします。デプロイは、以下
の要件を満たすために1回、または継続して実行することができます。
l

運用上の衛生管理とシステムベースラインを維持します。

l

短期間オンラインであるシステムを管理します。

l

システム状態の変化に応じて適用可能になるパッケージを再実行します。

デプロイオプションで[Override maintenance window (メンテナンスウインド ウの上書き)]が選択されていない限り、デ
プロイはメンテナンスウインド ウ外では実行されません。他のデプロイを実行するために少なくとも1つのメンテナンスウイ
ンド ウを作成する必要があります。メンテナンスウインド ウ作成の詳細については、メンテナンスウインド ウの管理(59
ページ)を参照してください。

使用を開始する前に
l

ソフト ウェアパッケージの展開を作成するには、少なくとも1つのソフト ウェアパッケージが必要です。「ソフト ウェアパッケージを作
成する(41ページ)」または「ソフト ウェアパッケージをインポート する(44ページ)」を参照してください。

l

ソフト ウェアバンド ルの展開を作成するには、少なくとも1つのソフト ウェアバンド ルが必要です。「 ソフト ウェアバンド ルを作成する
(47ページ)」を参照してください。

l

展開の開始または展開後の再起動について、エンド ポイント のエンド ユーザに通知するには、Tanium End-User Notification
ソリューションをインスト ールします。以下を参照してください。Tanium End-User Notificationsユーザガイド : End-User
Notificationsのインスト ールとWindowsエンド ポイント が再起動する(53ページ)。

パッチの適用テンプレート を作成する
展開テンプレート を作成でき、これに繰り返し発行する展開の設定を保存できます。パッチ適用テンプレート を作成するには、
[Deployment Templates (パッチの適用テンプレート )]のメニュー項目からパッチ適用テンプレート を1つ選択するか、パッチの適用を作
成するときにテンプレート として保存するオプションを選択します。
1.

Deployメニューで [Deployment Templates (展開テンプレート )] に移動し、[Create Deployment Template (展開テンプレー
ト の作成)] をクリックします。

2.

展開テンプレート の名前と説明(任意)を指定します。

3.

展開オプションを選択します。これらのオプションは、個々のパッチの適用で設定できるオプションと同じです。

後日実行するセルフサービスの展開については、Make Available Before Start Time (開始時間の前に有効に
する)オプションを利用します。

4.

[Create Deployment Template (展開テンプレート の作成)]をクリックします。
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このテンプレート は、パッチ適用を作成するときに使用できます。

デフォルト の展開テンプレート を設定する
展開を作成すると、デフォルト の展開テンプレート が適用されます。Deployのインポート で自動設定を使用すると、3つの展開テンプ
レート が作成され、そのうちの1つがデフォルト に設定されます。デフォルト のテンプレート は変更したり、デフォルト の指定を解除したりす
ることができます。
1.

Deployメニューで [Deployment Templates (展開テンプレート )] をクリックします。

2.

テンプレート を選択し、[SeSet as Default (デフォルト に設定)] をクリックします。

3.

テンプレート のデフォルト 指定を解除するには、デフォルト のテンプレート を選択し、[Remove as Default (デフォルト の指定解
除)] をクリックします。

展開テンプレート を削除する
1.

Deployメニューで [Deployment Templates (展開テンプレート )] をクリックします。

2.

テンプレート を選択し、[Delete (削除)][Deployment Template (展開テンプレート )][] をクリックします。

展開テンプレート の名前をクリックしら、[削除] をクリックして削除することもできます。

ソフト ウェアパッケージの展開を作成する
1.

Deployメニューから[Deployments (展開)] に移動し、[Create Deployment (展開の作成)] をクリックします。
また、展開はソフト ウェアページから作成することもできます。ソフト ウェアパッケージを選択し、[Deploy Package
(パッケージの展開)] をクリックします。

2.

展開の名前と説明(任意)を入力します。

3.

[Software Package (ソフト ウェアパッケージ)] を選択し、ド ロップダウンリスト からパッケージを選択して、ソフト ウェアパッケージの
操作を選択します。
プラット フォーム、ベンダ名、またはパッケージのタイト ルを入力することでパッケージをフィルタリングすることができ
ます。

4.

対象を追加します。
以下の対象設定方法のいずれかを選択し、必要に応じてフィールド に入力します。
1.

Select Computer Group (コンピュータグループを選択)では、動的コンピュータグループからなるド ロップダウンリスト が表
示されます。これらのグループは、必要に応じてパッチの適用可否結果に含めることも、除外することもできます。
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2.

Set Targeting Criteria (対象条件の設定)では、特定の一連の条件を持ち、かつ使用可能なグループのド ロップダウ
ンメニューから選択したグループ内にあるすべてのエンド ポイント をフィルタリングできます。たとえば、Filter Bar (フィル
タバー) にOperating System contains winと入力したり、Filter Builder (フィルタビルダ)を使用して、該当するグループ

内のすべてのWindowsエンド ポイント を対象にしたりできます。含めるエンド ポイント を個々に選択します。展開は条件
を満たすエンド ポイント のすべてに適用されます。
5.

展開オプションを選択します。
a.

既存の展開テンプレート を使用するかどうかを選択します。このテンプレート に基づいて新しい展開テンプレート を作成する
には、[Do not use existing template (既存のテンプレート を使用しない)] を選択し、[Save Deployment Options as
template (テンプレート として展開オプションを保存)] を選択します。詳細については、パッチの適用テンプレート を作成する
(49ページ)を参照してください。

b.

展開の頻度を指定します。個々の開始時刻と終了時刻を使用して1回だけパッチを適用する単独型、終了時刻を指定
しないでパッチを適用する継続型のいずれかを行うことができます。

c.

デプロイ時間を指定します。エンド ポイント の現地時間またはUTC時間のいずれかを選択できます。

d.

セルフサービスのオプションを選択します。
後日実行するセルフサービスの展開については、Make Available Before Start Time (開始時間の前に
有効にする)オプションを利用します。

e.

インスト ール時間の前にエンド ポイント に展開コンテンツをダウンロード しておく場合は、[Download immediately (ただちに
ダウンロード )] を選択します。
後日展開する場合は、このオプションを選択します。パッケージのファイルは、パッケージが適用可能な場
合にのみただちにダウンロード されます。

f.

(Windowsエンド ポイント ) 展開に関するEnd User Notificationsを有効にすることができます。[Pre-Notify User (ユーザへ
の事前通知)] セクションの [Notify User Before Running (実行前に通知)] を選択し、以下のの設定を行います。
a.

(任意) ユーザによる展開の開始延期を可能にする設定を行います。

b.

展開のことをユーザに通知するMessage Content (メッセージの内容)を設定します。
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c.

(任意) その他の言語を選択し、他の言語用に設定されているエンド ポイント に対するタイト ルおよび本文の翻訳
テキスト を指定します。プレビューを別の言語で表示するには、プレビューの言語ド ロップダウンメニューを切り替え
ます。

g.

CPUの同時使用とディスクの入出力を最小にするには、[Distribute over time (時間分散)] オプションで [Enabled (有
効)] を選択して時間を指定します。

h.
i.

デプロイの制限を無視する場合は、[Override Maintenance Windows (メンテナンスウインド ウの上書き)]を選択します。
エンド ポイント を再始動するかどうかを選択します。詳細については、Windowsエンド ポイント が再起動する(53ページ)を
参照してください。

j.

(Windowsエンド ポイント ) 再起動の有無にかかわらず、展開の完了に関するEnd User Notificationsを有効にすることが
できます。[Post-Notify User (ユーザへの事後通知)] セクションの [Notify User After Running (実行後に通知)] を選択
します。エンド ポイント の再起動を有効にした場合は、ユーザによる再起動の延期を可能にする以下の設定を行うことが
できます。
a.

再起動のことを通知するMessage Content (メッセージの内容)を設定します。
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b.

(任意) その他の言語を選択し、他の言語用に設定されているエンド ポイント に対するタイト ルおよび本文の翻訳
テキスト を指定します。プレビューを別の言語で表示するには、プレビューの言語ド ロップダウンメニューを切り替え
ます。

通知は、ユーザが2分の時間内に閉じないと自動的に閉じられます。

[Deploy Software (ソフト ウェアの展開)] をクリックします。

6.

Windowsエンド ポイント が再起動する
Windowsシステムの場合、Deployはアップデート がインスト ールされた後、Windowsシステムの再起動をト リガーできます。次のような
再起動に対するオプションを選択できます。
l

適用後に、サイレント モード で直ちに再起動します。このオプションは、通常、メンテナンスウインド ウおよび変更管理プロセスと
合わせて、サーバおよび本稼動マシンに使用されます。

l

(Windowsエンド ポイント )システムユーザには再起動の保留中であることが通知されると共に、指定時間、再起動を保留する
オプションが提供されます。次のオプションを設定します。
Final Countdown to deadline (期限までの最終カウント ダウン)
エンド ポイント を再起動するどれだけ前に最終通知を表示するかを、分数、時間数、または日数で指定します。この
通知は再起動までのカウント ダウンも示します。この通知に対処しないと、1分後に再表示されます。このオプションは
延期できない強制再起動を意味するものであるため、対処しない場合は値を下げてください。
Allow User to Postpone (ユーザに延期を許可する)
指定した時間だけ再起動を延期するオプションをユーザに提示する場合は、このオプションを選択します。ユーザはこの
期限を過ぎて延期することはできません。
Duration of Notification Period (通知期間の長さ)
エンド ポイント を再始動するまでの時間を分数、時間数、または日数で指定します。期限は、各エンド ポイント で適用
が完了した時間に、この値を加算することで算出されます。
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User Postponement Options (ユーザ延期オプション)
ユーザが再起動を延期できる時間を分数、時間数、または日数で指定します。
Message Content (メッセージの内容)
通知メッセージのタイト ルと本文を指定します。||OPERATION|| 、||PACKAGENAME|| 、または
||DEPLOYMENTNAME|| をタイト ルや本文内の変数として使用できます。ソフト ウェアバンド ルをデプロイする場合、
||PACKAGENAME|| 変数にバンド ル名を使用します。ユーザを混乱させたり、サポート コールを制限したりするのを避け

るため、区別を示すオプションのアイコンと本文の画像をアップロード します。追加の言語を有効にし、翻訳されたタイト
ルと本文テキスト を提供します。追加の言語を有効にするには、End User Notification 1.6以降、およびDeploy 1.3
以降が必要です。デフォルト では、通知はエンド ポイント 上のシステム言語でコンテンツを表示します。追加の言語を
有効にすると、ユーザは他の言語を選択して表示できるようになります。
Show Countdown (カウント ダウンを表示)
通知に残り時間を表示する場合は、このオプションを選択します。

エンド ユーザの通知は、パッチの適用を停止、再設定、および再発行することによって、既存のパッチの適用に追加で
きます。

ユーザがエンド ポイント にログインしていない場合は、パッチの適用時に通知するように設定されていても、パッチの適用
完了直後にエンド ポイント が再始動されます。

ソフト ウェアバンドルの展開を作成する
ソフト ウェアバンド ルはプラット フォーム固有であり、各ソフト ウェアパッケージは個別に評価およびインスト ールされますが、指定されたOS
プラット フォームでのみ使用できます。バンド ルのデプロイ中に個々のパッケージのインスト ールが失敗した場合、バンド ルを続行して残
りのパッケージをインスト ールするか、または停止して失敗を報告するかのいずれかを選べます。
1.

Deployメニューから[Deployments (展開)] に移動し、[Create Deployment (展開の作成)] をクリックします。
また、展開はソフト ウェアページから作成することもできます。[Software Bundles (ソフト ウェアバンド ル)] を選択
して、ソフト ウェアバンド ルを選択し、[Deploy Bundle (バンド ルの展開)] をクリックします。

2.

展開の名前と説明(任意)を入力します。

3.

[Software Bundle (ソフト ウェア バンド ル)] を選択し、ド ロップダウン リスト からバンド ルを選択します。

4.

対象を追加します。
以下の対象設定方法のいずれかを選択し、必要に応じてフィールド に入力します。
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1.

Select Computer Group (コンピュータグループを選択)では、動的コンピュータグループからなるド ロップダウンリスト が表
示されます。これらのグループは、必要に応じてパッチの適用可否結果に含めることも、除外することもできます。

2.

Set Targeting Criteria (対象条件の設定)では、特定の一連の条件を持ち、かつ使用可能なグループのド ロップダウ
ンメニューから選択したグループ内にあるすべてのエンド ポイント をフィルタリングできます。たとえば、Filter Bar (フィル
タバー) にOperating System contains winと入力したり、Filter Builder (フィルタビルダ)を使用して、該当するグループ

内のすべてのWindowsエンド ポイント を対象にしたりできます。含めるエンド ポイント を個々に選択します。展開は条件
を満たすエンド ポイント のすべてに適用されます。
5.

展開オプションを選択します。
a.

既存の展開テンプレート を使用するかどうかを選択します。このテンプレート に基づいて新しい展開テンプレート を作成する
には、[Do not use existing template (既存のテンプレート を使用しない)] を選択し、[Save Deployment Options as
template (テンプレート として展開オプションを保存)] を選択します。詳細については、パッチの適用テンプレート を作成する
(49ページ)を参照してください。

b.

パッチの適用タイプを指定します。個々の開始時刻と終了時刻を使用して1回だけパッチを適用する単独型、終了時刻
を指定しないでパッチを適用する継続型のいずれかを行うことができます。

c.

デプロイ時間を指定します。エンド ポイント の現地時間またはUTC時間のいずれかを選択できます。

d.

セルフサービスのオプションを選択します。
後日実行するセルフサービスの展開については、Make Available Before Start Time (開始時間の前に
有効にする)オプションを利用します。

e.

インスト ール時間の前にエンド ポイント に展開コンテンツをダウンロード しておく場合は、[Download immediately (ただちダ
ウンロード )] を選択します。
バンド ル内のすべてのパッケージのファイルがただちにダウンロード されます。展開の開始時間になるまで、
各パッケージの適用可否はチェックされません。

f.

(Windowsエンド ポイント ) 展開に関するEnd User Notificationsを有効にすることができます。[Pre-Notify User (ユーザへ
の事前通知)] セクションの [Notify User Before Running (実行前に通知)] を選択し、以下のの設定を行います。
a.

(任意) ユーザによる展開の開始延期を可能にする設定を行います。

b.

展開のことをユーザに通知するMessage Content (メッセージの内容)を設定します。
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c.

(任意) その他の言語を選択し、他の言語用に設定されているエンド ポイント に対するタイト ルおよび本文の翻訳
テキスト を指定します。プレビューを別の言語で表示するには、プレビューの言語ド ロップダウンメニューを切り替え
ます。

g.

CPUの同時使用とディスクの入出力を最小にするには、[Distribute over time (時間分散)] オプションで [Enabled (有
効)] を選択して時間を指定します。

h.
i.

デプロイの制限を無視する場合は、[Override Maintenance Windows (メンテナンスウインド ウの上書き)]を選択します。
(Windows) エンド ポイント を再起動するかどうかを選択します。詳細については、Windowsエンド ポイント が再起動する
(53ページ)を参照してください。

j.

(Windowsエンド ポイント ) 再起動の有無にかかわらず、展開の完了に関するEnd User Notificationsを有効にすることが
できます。[Post-Notify User (ユーザへの事後通知)] セクションの [Notify User After Running (実行後に通知)] を選択
します。エンド ポイント の再起動を有効にした場合は、ユーザによる再起動の延期を可能にする以下の設定を行うことが
できます。
a.

再起動のことを通知するMessage Content (メッセージの内容)を設定します。
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b.

(任意) その他の言語を選択し、他の言語用に設定されているエンド ポイント に対するタイト ルおよび本文の翻訳
テキスト を指定します。プレビューを別の言語で表示するには、プレビューの言語ド ロップダウンメニューを切り替え
ます。

通知は、ユーザが2分の時間内に閉じないと自動的に閉じられます。

6.

[Deploy Software (ソフト ウェアの展開)] をクリックします。

展開のサマリを確認する
パッチの適用結果は、ステータス、エラーメッセージ、およびパッチの適用構成の詳細別に取得できます。
1.

Deployメニューから、[Deployments (展開)] をクリックします。

2.

[Active (アクティブ)]または[Inactive (非アクティブ)]タブを選択します。

3.

パッチの適用名をクリックします。

4.

セクションを確認します。
1.

Deployment Details (展開の詳細)には、パッケージまたはバンド ル名、ステータス、操作、OSプラット フォーム、実行情
報などの展開の詳細が表示されます。

2.

Targeting (対象)は、展開対象のコンピュータグループの一覧です。

3.

エラーメッセージには、影響するエンド ポイント の簡単な説明と数が含まれ、Interactとのリンクで、特定のエンド ポイント
の詳細にド リルダウンすることができます。

4.

<[ Operation (操作)] > [Workflow and Notifications (ワークフローと通知)] には、展開のワークフローと通知に関する
情報が表示されます。
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パッチの適用を停止する
パッケージまたはバンド ルのデプロイを停止できますが、すでにインスト ールが完了しているパッケージは削除されません。
1.

Deployメニューから、[Deployments (展開)] をクリックします。

2.

[Active (アクティブ)] タブで、展開名をクリックし、[Stop (停止)] をクリックします。

3.

[Inactive (非アクティブ)]タブをクリックし、パッチの適用名をクリックしてステータスを確認します。

展開を再発行する
停止したパッチの適用を再開したり、1回限りのパッチの適用を再発行したりすることもできます。パッチの適用を再発行すると、同じ構
成と対象を持つ新しいパッチの適用が作成されます。
1.

Deployメニューから、[Deployments (展開)] をクリックします。

2.

[Inctive (非アクティブ)] タブで、展開名をクリックし、[Reissue (再発行)] をクリックします。

3.

必要に応じて変更を行い、[Deploy Software (ソフト ウェアの展開)] をクリックします。

展開のクローンを作成する
既存の展開に似た展開を作成したい場合は、アクティブな展開のクローンを作成します。展開のクローンが作成されると、その名前の
先頭に自動的にClone:が追加され、対象が削除されます。
1.

Deployメニューから、[Deployments (展開)] をクリックします。

2.

[Active (アクティブ)] タブで、展開名をクリックし、[Clone (クローンの作成)] をクリックします。

3.

変更を加え、[Deploy Software (ソフト ウェアの展開)] をクリックします。
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メンテナンスウインドウの管理
メンテナンスウインド ウは、コンピュータグループ上でパッチの適用が実行されるタイミングを制御します。メンテナンスウインド ウは、パッチ
の適用の開始と終了時刻から独立しています。デプロイを実行するには、設定された適用時間がメンテナンスウインド ウに一致してい
るか、適用に [Override maintenance windows (メンテナンスウインド ウを上書き)]オプションが設定されている必要があります。
適用オプションで[Override maintenance windows (メンテナンスウインド ウを上書き)]が選択されていない限り、適用はメンテナンスウ
インド ウ外では実行されません。他のデプロイを実行するために少なくとも1つのメンテナンスウインド ウを作成する必要があります。

メンテナンスウインドウのオプション
使用環境に最も適した時間帯にメンテナンスウインド ウを構成できます。コンピュータグループに対して強制的にメンテナンスウインド ウ
を適用します。複数のメンテナンスウインド ウは複数回デプロイ操作を許可するよう指定して、コンピュータグループに作用させることが
できます。
希 望 する時 間 枠

日 付 と時 刻 の後 に選 択 するもの

ワンタイム時 間 枠

Does Not Repeat (繰 り返 し無 し)

数 日 おきに繰 り返 される時 間 枠

[Daily (毎 日 )]と時 間 枠 が開 く日 間 隔

毎 週 同 じ曜 日 に繰 り返 される時 間 枠

[Weekly (毎 週 )]、時 間 枠 間 の週 数 、および時 間 枠 が開 く曜 日

毎 月 同 じ日 に繰 り返 される時 間 枠

[Monthly (毎 月 )]、時 間 枠 が開 く月 間 隔 、および[Day of the Month (日 )]

毎 月 同 じ日 に繰 り返 される時 間 枠

[Monthly (毎 月 )]、時 間 枠 が開 く月 間 隔 、および[Day of the Week (曜 日 )]

毎 年 同 じ日 に繰 り返 される時 間 枠

[Yearly (毎 年 )]と時 間 枠 が開 く年 数 の間 隔

メンテナンスウインド ウを繰り返さず、コンピュータグループに対して1度だけ実行する場合は、時間枠の終了後にはデ
プロイを実行できません。

メンテナンスウインドウを作成する
エンド ポイント に実行が実行されている場合、複数のメンテナンスウインド ウを作成してカスタマイズすることができます。たとえば、ネット
ワークの使用が少ない時間帯や就業時間外にを適用する時間枠を作成することができます。
1.

Deployのメニューから[Maintenance Windows (メンテナンスウインド ウ)] に移動し、[Create Window (予定の作成)] をクリック
します。

2.

ウインド ウに名前。
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3.

予定のオプションを設定します。
a.

(任意) 繰り返し期間を選択します。

b.

日付と時刻のピッカーを使用して、時間枠の開始時刻と終了時刻を設定します。
メンテナンスウインド ウが繰り返される場合、終了日はありません。メンテナンスウインド ウを停止するには、
対象のコンピュータグループに対する強制を削除する必要があります。

c.

エンド ポイント のローカル時間またはUTC時間のいずれかを選択します。

d.

予定を繰り返す選択をした場合は、予定の長さや予定を繰り返す頻度、曜日あるいは日にちなどの他のオプションを設
定します。

4.

[Create Window (予定の作成)] をクリックして、対象のコンピュータグループを追加します。
ユーザまたはユーザグループがリスト に表示されるには、メンテナンスウインド ウコンピュータグループにRBACアクセ
ス権限を割り当てる必要があります。詳細については、Tanium Consoleユーザガイド ：RBACの概要

メンテナンスウインドウを編集する
1.

Deployのメニューから[Maintenance Windows (メンテナンスウインド ウ)] に移動します。

2.

予定の名前をクリックし、[Edit (編集)] をクリックします。

3.

変更を行い、[Update Window (予定を更新)] をクリックします。

メンテナンスウインドウを上書きする
デプロイ適用中に[Override maintenance windows (メンテナンスウインド ウの上書き)]オプションを設定することでメンテナンスウイン
ド ウ外に適用できます。詳細については、「ソフト ウェアの展開(49ページ)」を参照してください。

メンテナンスウインドウを削除する
強制が削除された後、メンテナンスウインド ウを削除できます。
1.

Deployのメニューから[Maintenance Windows (メンテナンスウインド ウ)] に移動します。

2.

予定の名前をクリックします。

3.

時間枠がコンピュータグループに対して強制されている場合は、すべてのグループを削除します。

4.

削除 をクリックします。
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Self Service Clientアプリケーションの使用
Self Service Clientアプリケーションを使用すると、Windowsエンド ポイント にソフト ウェアを公開できるため、ソフト ウェアをインスト ールす
るために、ITチームの支援を依頼しなくても、ユーザ自身がエンド ポイント にソフト ウェアをインスト ールすることができます。Windowsエン
ド ポイント でSelf Service Clientアプリケーションを使用するには、Deployバージョン1.2以降でセルフサービスプロファイルを作成する必
要があります。

使用を開始する前に
l

Taniumの依存関係(25ページ)に記載されているバージョンのTanium End-User Notificationsをインスト ールします。詳細につ
いては、Tanium End-User Notificationsユーザガイド ：End-User Notificationsのインスト ールを参照してください。

l

1つ以上のソフト ウェアパッケージまたはバンド ルを作成します。詳細については、ソフト ウェアの管理(41ページ)を参照してくださ
い。

セルフサービスプロファイルを作成する
1.

Deployメニューから、[Self Service Profiles (セルフサービスプロファイル)] をクリックし、[Create Profile (プロファイルの作成)] を
クリックします。

2.

プロファイルの名前と、任意で説明を入力します。

3.

コンピュータグループを選択するか、対象にするコンピュータグループを定義します。

4.

(任意) 最新バージョン以外のソフト ウェアパッケージを追加する場合は、[Use Latest (最新を使用)] を選択解除します。

5.

プロファイルに含めるパッケージまたはバンド ルを選択するには、使用可能なパッケージまたはバンド ル横の [Add (追加)] をクリック
します。
複数のパッケージまたはバンド ルを選択し、[Add (追加)] をクリックして複数のパッケージまたはバンド ルを一度に追加することも
できます。
a.

Self Service Clientアプリケーションでパッケージまたはバンド ルのインスト ール、更新、削除を許可するかどうかを選択しま
す。
デフォルト では、バンド ルのインスト ールのみが許可されます。一部オプションは選択解除できません。

b.

パッケージまたはバンド ルがエンド ポイント の再起動を必要とする場合は、[Requires Restart (再起動が必要)] を選択で
きます。

6.

[Create Profile (プロファイルを作成)]をクリックします。

セルフサービスプロファイルを表示する
Deployメニューから [Self Service Profiles (セルフサービスプロファイル)] をクリックし、すべてのセルフサービスプロファイルを表示しま
す。
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このページには、現在定義されているすべてのプロファイルと、それらのプロファイルに関する基本情報が表示されます。プロファイルを展
開して、プロファイルに関する詳細を表示できます。定義済みソフト ウェアパッケージと各パッケージに関連付けられている許可されたア
クションを含みます。この展開した詳細には、プロファイルの対象となるグループまたは質問も表示されます。

セルフサービスプロファイルを編集する
セルフサービスプロファイルを編集するには、プロファイル名をクリックし、[Edit (編集)] をクリックします。

セルフサービスプロファイルを削除する
セルフサービスプロファイルを削除するには、プロファイル名をクリックし、削除 をクリックします。

使用統計を追跡する
Self Service Clientアプリケーションで使用されているパッケージまたはバンド ルのステータスを確認し、エンド ポイント でのSelf Service
Clientアプリケーションの使用統計を追跡することができます。
Deployメニューから [Deployments (展開)] をクリックし、[Self Service] タブをクリックします。このページには、セルフサービスプロファイ
ルに含まれるすべてのソフト ウェアパッケージとバンド ルが表示されます。また、各パッケージに対して特定の操作が実行された回数も示
します。

エンドポイント でSelf Service Clientアプリケーションを使用する
Self Service Clientアプリケーションには、以下のタブがあります。
ダッシュボード
[Dashboard (ダッシュボード )]タブは、直近に追加されたソフト ウェアアプリケーションと現在のアクティビティを表示します。
カタログ
[Catalog (カタログ)]タブは、カタログで使用可能なソフト ウェアアプリケーションのすべてを表示します。
履歴
[History (履歴)]タブは、システムで発生し完了したアクティビティと、その結果を表示します。
アクティビティ
[Activity (アクティビティ)]タブは、現在実行中または今後のアクティビティを表示します。完了したアクティビティは、[History (履
歴)]タブへ移動します。
エンド ポイント のソフト ウェアアプリケーションをインスト ール、更新、または削除するには、セルフサービスクライアント アプリケーションを開
きます。詳細は、以下を参照してください。Taniumコミュニティ：Help End Users Help Themselves、With Tanium Deploy End User
Self Service。
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Deployのト ラブルシューティング
Deployが期待通りに機能しない場合は、ト ラブルシューティングや設定の変更が必要な場合があります。

ト ラブルシューティングパッケージを収集する
ご自身でのレビューやサポート 支援のため、ト ラブルシューティングに関連するDeployのログとファイルをコンパイルすることができます。
1.

Deployのログを取得します。
a.

DeployのOverview (概要)ページで [Help (ヘルプ)] をクリックします。

b.

[Support (サポート )]タブをクリックし、[Collect (収集)]をクリックします。

c.

[Status: (ステータス：)]が更新されたら、[Download (ダウンロード )]をクリックします。

ログのzipファイルをダウンロード するのに数分かかることがあります。ファイルのタイムスタンプの形式は、deploy-support-YYYY-

MM-DDTHH-MM-SS.mmmZ です。
2.

(任意) エンド ポイント で、Tanium\Tanium Client\Tools\SoftwareManagementフォルダをコピーします。

3.

(任意)最近のDeployサービスジョブのステータスとログを表示します。
a.

[Support (サポート )]タブで、[View Job Status (ジョブステータスの表示)]をクリックします。

b.

[Job Detail (ジョブ詳細)]ウィンド ウで、[Download Logs (ログをダウンロード )]をクリックし、最近のジョブに関する詳細情
報を含むjob-log.txtファイルをダウンロード します。

End User Notificationsが表示 されない
End User Notificationsは、Windowsエンド ポイント についてのみサポート されています。End-User Notificationsがエンド ポイント に表
示されていない場合：
1.

Tanium End-User Notificationsソリューションがインスト ールされていることを確認します。詳細については、Tanium End-User
Notificationsユーザガイド ：End-User Notificationsのインスト ールを参照してください。

2.

Question「 Get Has End User Notification Tools from all machines with Is Windows = "true" 」を実
行して、End User Notificationsツールがあるかどうかを確認います。

3.

任意のセキュリティソフト ウェア除外に\Tanium\Tanium End User Notification Toolsディレクト リが含まれていることを
確認します。詳細は、「セキュリティの除外(27ページ)」を参照してください。

ソフト ウェアパッケージの適用可否情報がない
ソフト ウェアパッケージの適用範囲は、ソフト ウェアパッケージカタログに格納され、エンド ポイント に配布されるパッケージ定義の適用
ルールを使用して、エンド ポイント で計算されます。
ソフト ウェアパッケージの適用範囲情報が利用できない場合：
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1.

2.

対象エンド ポイント でDeployプロセスが実行されていることを確認します。
a.

次のQuestionを実行をします：Get Deploy - Is Process Running from all machines

b.

エンド ポイント にローカルに\Tanium\Tanium Client\python27\TPython.exeが存在するか確認します。

Deploy - Software Packages Applicabilityセンサーの現在の結果とキャッシュの結果を比較します。
a.

インタラクト で以下のQuestionを実行してください：Get Deploy - Software Package Applicability
[1,100000] from all machines

b.

CurrentとCached (キャッシュ)を切り替えて、結果が一致することを確認します。
Current (現在)とCached キャッシュ)が表示されない場合は、Deploy - Software Packages
Applicabilityセンサーが、特定のパラメータ値のInteract Settings (Interact設定) の [Registration &
Collection (登録と収集)] タブに収集用に登録されていることを確認します。詳細については、Tanium
Consoleユーザガイド ：センサー収集の登録詳細を表示する。

c.

不一致がある場合は、[Interact Settings (Interact設定 )] に移動し、[Collect Now (今すぐ収集)] をクリックします。

定義済みパッケージギャラリにソフト ウェアがない
Deploy 1.1まはそれ以降をインポート したら、サービスアカウント を設定して、エンド ポイント を再度初期化)する必要があります。エンド
ポイント を初期化した後、[Packages Gallery (パッケージギャラリ)] ページにソフト ウェアが表示されるまでに最大1時間かかることがあり
ます。この時間制約を減らすためにTanium Deployサービスを再起動することもできます。
それでも [Predefined Packages Gallery (定義済みパッケージギャラリ)] ページにソフト ウェアが表示されない場合は、次の手順を実
行します。
1.

メインメニューから [Administration (運用管理)] > [Content (コンテンツ)] > [Packages (パッケージ)] に移動します。

2.

Deploy - Software Package Gallery を検索します。

3.

このパッケージがキャッシュされていることを確認します。

4.

a.

[Size (サイズ)]列にPendingが表示されていないことを確認します。

b.

サイズが1時間以上Pending (保留中)のままの場合は、Taniumサポート に問い合わせる(70ページ)。

Tanium DeployサービスがDeployの定義済みパッケージギャラリを収集しようとしているかどうかを確認します。
a.

ト ラブルシューティングパッケージを収集する(63ページ)。

b.

ダウンロード したサポート バンド ルを開き、deploy-files\logs\Deploy.logファイルを開きます。

c.

Ensuring software package gallery zip package を検索します。

d.

Deploy.logファイルに該当するテキスト が含まれていない場合は、再度サービスアカウント を構成する(39ページ)し、
10〜15分待ってから、上記の手順を繰り返してログファイルの再度確認します。

5.

上記の手順を実行した後も [Predefined Packages Gallery (定義済みパッケージギャラリ)] ページにソフト ウェアが表示されな
い場合は、Taniumサポート に問い合わせる(70ページ)てください。
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Deployのカバー率をモニタおよびト ラブルシューティングする
次表は、Deployカバー率指標でエンド ポイント が要注意または未対応と報告される理由と、実施可能な是正措置をまとめています。
理由

是正措置

Deployアクショングループのメンバーシップ

Deployでサポート されている構 成 のすべてのエンドポイント にDeployツールがインスト ールされていること

にギャップがある

を確 認 します。Deployアクショングループのメンバーと考 えられるコンピュータグループにそれらエンドポイ
ント を追 加 する必 要 があります。

End-User Notificationsツールのインスト ー

ユーザが、これから発 生 するアクションやSelf Service Clientアプリケーションを設 定 するアクションの通

ルにギャップがある

知 を受 け取 ることはできません。
サポート されている構 成 を持 つすべてのエンドポイント にEnd-User Notificationsツールがインスト ールさ
れていることを確 認 します。
Self Service Clientアプリケーションを使 用 するすべてのエンドポイント に、正 しく設 定 され、対 象 設 定 さ
れているEnd-User Notificationsカスタマイズプロファイルがあることを確 認 します。
ツールにアクセスする必 要 がある場 合 に備 えて、他 のすべてのエンドポイント にデフォルト のフォールバッ
クプロファイルが設 定 されていることを確 認 します。

Trends指 標 レポート にギャップがある

Deployアクショングループを構 成 しているすべてのコンピュータグループが、End-User Notificationsアク
ショングループのメンバーにもなっていることを確 認 します。

30日以上前にリリースされたソフト ウェア更新が適用されていないエンドポイント
をモニタおよびト ラブルシューティングする
次の表は、30日以上前にリリースされたソフト ウェア更新が適用されていないエンド ポイント が予想以上に多い場合の要因と、実施可
能な是正措置をまとめています。
理由

是正措置

メンテナンスウインドウの適 用 範 囲 にギャッ

DeployのOverview (概 要 )ページの [Health (健 全 性 )] セクションのComputers with Enforced

プがある

Maintenance Windows (強 制 メンテナンスウインド ウがあるコンピュータ)チャート に100%強 制 と表 示
されていることを確 認 する。
エンドポイント にインスト ール物 をダウンロードしてインスト ールするのに十 分 な時 間 があることを確 認 し
ます。
[Download immediately (ただちにダウンロード )] オプションを使 用 して、展 開 の開 始 時 刻 になったとき
にエンドポイント が対 応 できるようにします。
ビジネスニーズでハードスト ップが必 要 な場 合 は、そのハードスト ップの30分 前 にメンテナンスウインドウ
が終 了 するように設 定 することで、ビジネスニーズに合 わせて展 開 が時 間 内 に終 了 するようにします。
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理由

是正措置

メンテナンスウインドウの制 限 が厳 しすぎる

メンテナンスウインドウと展 開 時 間 および変 更 管 理 プロセスのタイムラインの重 なりが適 切 であることを

ため、ソフト ウェアがインスト ールされない

確 認 します。
End-User Notificationsを使 用 して、インスト ールや更 新 などのアクションを延 期 するオプションをユーザ
に提 供 します。
後 日 実 行 するセルフサービスの展 開 については、Make Available Before Start Time (開 始 時 間 の
前 に有 効 にする)オプションを利 用 します。

ソフト ウェアがタイムアウト するか、正 しくイ

ベンダがサポート するサイレント インスト ールのコマンド ラインオプションがサポート されていることを確 認 し

ンスト ールされない

ます。
ソフト ウェアのベンダまたは開 発 者 にソフト ウェアのインスト ールのベスト プラクティスについて助 言 を求 め
ます。

インスト ーラにサイレント インスト ールオプ

カスタムインスト ーラの作 成 を支 援 する機 能 の実 現 に役 立 つ、AdminStudioやInstallShieldなどのサー

ションがない

ドパーティ製 の再 パッケージ化 ソリューションを利 用 します。
大 規 模 展 開 用 の適 切 なサイレント インスト ーラを作 成 するようベンダに要 請 します。

ソフト ウェア展開の平均間隔をモニタおよびト ラブルシューティングする
次の表は、ソフト ウェア展開の平均間隔指標が予想より大きい場合の要因と、実施可能な是正措置をまとめています。
理由

是正措置

ファイルがパッケージに正 しくアップロードさ

(Windows) リモート のWindowsファイルサーバに対 するアクセス権 限 が正 しく設 定 されていることを確 認

れない

します。
(Appliance) Module ServerのTDLが共 有 にアクセスできるように設 定 されていることを確 認 します。詳
細 は、以 下 を参 照 してください。Tanium Appliance展 開 ガイド：TDownloaderの認 証 ユーザを追 加 し
ます。

定 義 済 みパッケージギャラリからパッケー
ジがダウンロードされない

Tanium Serverがリモート URLからパッケージをダウンロードできることを確 認 します。
プロキシ、ファイアウォール、またはネット ワーク接 続 を確 認 します。
TDL設 定 が正 しいことを確 認 します。
詳 細 は、「定 義 済 みパッケージギャラリにソフト ウェアがない(64ページ)」を参 照 してください。
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理由

是正措置

ソフト ウェアをテスト して本 番 環 境 で使 用

ソフト ウェアのテスト 工 程 を再 検 討 します。

できるようにするのに時 間 がかかりすぎる
l

工 程 にギャップや遅 延 がないか?

l

問 題 報 告 の連 絡 先 が多 すぎないか?

l

展 開 に関 係 のないエンドポイント をテスト しないか?

問 題 解 決 と再 テスト に関 係 する条 件 を検 討 します。
タイムラインの責 任 者 を決 めます。
エンドポイント で互 換 性 の問 題 あるいはテスト 時 の問 題 が発 生 する可 能 性 がある場 合 、ターミナル、
Remote Desktop Server、Citrix XenApp、App-Vなどの共 有 するソリューションを検 討 します。

セルフサービスからのユーザ申請によりインスト ールされたソフト ウェアをモニタおよ
びト ラブルシューティングする
次の表は、セルフ-ビスからのユーザ申請によりインスト ールされたソフト ウェア指標が予想と異なる場合の要因と、実施可能な是正措
置をまとめています。
理由

是正措置

ユーザに代 わってヘルプデスクがソフト ウェ

事 前 承 認 されたソフト ウェアについては、セルフサービスオプションを使 用 して、ヘルプデスクの負 担 を軽

アをインスト ールする時 間 がかかりすぎる

減 します。
セルフサービス対 象 に最 適 なアプリケーションには以 下 があります。
l

フリーウェア(Chrome、Firefoxなど)

l

すべてのシステムで使 用 可 能 であるが、ビジネスニーズ的 には任 意 のソフト ウェア(Zoomや
Notepad++、その他 ビジネスアプリケーション類 )

ユーザによって未 承 認 のソフト ウェアがイン

セルフサービスオプションを使 用 しますが、デフォルト でユーザがアクセスできるアプリケーションを制 限 し

スト ールされる

ます。
可 能 な場 合 は、エンドポイント の管 理 権 限 のロックダウンを検 討 します。
購 入 ライセンスを必 要 とするソフト ウェアなど、追 加 の承 認 が必 要 なソフト ウェアについては、そのソフト
ウェアのインスト ールが承 認 されたエンドポイント のみを対 象 にします。

エンドポイント からDeployツールを削除する
エンド ポイント またはコンピュータグループからDeployツールを削除するアクションをデプロイすることができます。使用できるアクションは、
Windowsエンド ポイント とWindows以外のエンド ポイント とで分かれています。
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1.

Interactで、ツールを削除するコンピュータを対象にします。たとえば、特定のオペレーティングシステムを対象とするQuestionを実
行するとしましょう。
Get Endpoint Configuration - Tools Status from all machines with Is < OS> equals True 。例:
Get Endpoint Configuration - Tools Status from all machines with Is Windows equals True

2.

結果で、Deployの行を選択し、必要に応じてド リルダウンして、Deployツールを削除する対象を選択します。詳細は、
『Tanium Interactユーザガイド 』を参照してください。Questionの結果の管理を参照してください。

3.

[Deploy Action (アクションをデプロイ)] をクリックします。

4.

[Deploy Action (アクションをデプロイ)] ページで [Enter package name here (ここにパッケージ名を入力)] ボックスに
Endpoint Configuration - Uninstallを入力し、対象にするエンド ポイント に従って [Endpoint Configuration - Uninstall Tool
(ツールのアンインスト ール) [Windows]] または [Endpoint Configuration - Uninstall Tool (ツールのアンインスト ール)[NonWindows]] を選択します。

5.

[Tool Name (ツール名)] でDeployを選択します。

6.

(任意) デフォルト では、削除したツールを再インスト ールすることはできません。ツールを自動的に再インスト ールできるようにする
には、[Block reinstallation (再インスト ールをブロック)] を選択解除します。ほぼすぐに再インスト ールが行われます。
エンド ポイント に対する再インスト ールがブロックされている場合、モニターのデプロイ時にには、対象のエンド ポイ
ント に従って、[Endpoint Configuration - Unblock Tool (ツールのブロック解除)[Windows]] または [Endpoint
Configuration - Unblock Tool (ツールのブロック解除)[Non-Windows]] パッケージをデプロイする必要がありま
す。

7.

(任意) エンド ポイント からすべてのDeployデータベースとログを削除するには、[Soft uninstall (ソフト アンインスト ール)] を選択解
除します。

8.

(任意) Deployのツールと依存関係があったすべてのツールあるいは他のモジュールのツールと依存関係がないすべてのツールも
削除するには、[Remove unreferenced dependencies (参照されていない依存関係の削除)] を選択します。

9.
10.

[Show Preview to Continue (プレビューを表示して続行)]をクリックします。
ページ下部に結果グリッド が現れて、アクション対象のエンド ポイント が表示されます。結果に問題がなければ[Deploy Action
(アクションのデプロイ)]をクリックします。
エンド ポイント 設定を有効にしている場合、ツールがエンド ポイント から削除されるには、エンド ポイント 設定でツールの
削除が承認されている必要があります。

Deployをアンインスト ールする
Deployのアンインスト ールは、この手順にのみ従います。

Deployをアンインスト ールする必要がある場合は、最初にエンド ポイント でDeployの痕跡をクリーンアップしてから、サーバからDeploy
をアンインスト ールし、サーバからDeployのデータディレクト リとファイルを削除します。
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Depoyアクションを削除する
1.

[Actions (アクション)] > [Scheduled Actions (予定済みアクション)]に移動します。

2.

[Action Groups (アクショングループ)] をクリックし、[Tanium Deploy] を選択します。

3.

Deployアクションをすべて選択し、[More (その他)] をクリックして、[Delete Actions (アクションの削除)] を選択します。

エンド ポイント からDeployの痕跡を削除する
1.

Interactを使用してエンド ポイント を対象にします。Deployツールがインスト ールされているエンド ポイント を一覧表示するには、
Question「 Get Deploy - Is Process Running from all machines 」を実行します。

2.

結果グリッド で項目を選択し、[Deploy Action (アクションを展開)] をクリックします。

3.

[Deployment Package (展開パッケージ)] をクリックし、[Deploy - Remove Tools (展開 - ツールの削除)] [operating system
(オペレーティングシステム)] を選択して、[Remove saved data (保存済みデータの削除)] を選択します。

4.

定期的に再発行するように展開をスケジュールし、終了日を設定します。このアクションは、後でオンラインになったエンド ポイント
からデータを削除します。

5.

展開で対象にするアクショングループを選択し、展開をプレビューして、[Deploy Action (アクションを展開)] をクリックします。

6.

インスト ールされている各種オペレーティングシステムパッケージごとに、上記の手順を繰り返します。

Tanium Module ServerからDeployを削除する
1.

メインメニューから [Administration (管理)] > [Configuration (構成)] > [Solutions (ソリューション)] に移動します。

2.

Deployセクションで、[Uninstall (アンインスト ール)]をクリックし、プロセスに従います。

3.

[Tanium Solutions (Taniumソリューション)]ページに戻り、[Import (インポート )]ボタンがDeployで使用可能であるか確認しま
す。

Deployモジュールがコンソールで更新されていない場合は、ブラウザをリフレッシュしてください。

パッケージを削除する
1.

メインメニューから [Administration (運用管理]) > [Content (コンテンツ)] > [Packages (パッケージ)] に移動します。

2.

[Content Set (コンテンツセット )] 列で、Deployを含む値をフィルタリングします。

3.

Deploy - Remove Tools (Deploy - ツールの削除)パッケージを残し、他のパッケージはすべて選択して削除します。

(任意) データディレクト リとファイルを削除する
Tanium Module ServerからすべてのDeployデータを完全に削除するには、次のディレクト リとファイルを手動で削除します。後で
Connectソリューションをインポート しても、前のデータは復元されません。
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WINDOWS：
l

\Program Files\Tanium\Tanium Module Server\services\deploy-files\

l

\Program Files\Tanium\Tanium Module Server\services\deploy-service\

l

\Program Files\Tanium\Tanium Module Server\temp\deploy-service\

l

\Program Files\Tanium\Tanium Module Server\temp\deploy-service-invoker\

l

\Program Files\Tanium\Tanium Module Server\temp\deploy-service-proxy\

l

\Program Files\Tanium\Tanium Module Server\temp\deploy-*.bak

TANOS：
このアクションには、urestrictedシェルへのアクセス権が必要です。シェルキーの申請方法を含めて詳細は、以下を参照してください。
Tanium Appliance展開ガイド ：OSのプロセスとファイルを調べる。
l

/opt/Tanium/TaniumModuleServer/deploy-files

l

/opt/Tanium/TaniumModuleServer/deploy-service

l

/opt/Tanium/TaniumModuleServer/temp/deploy-*.bak

Taniumサポート に問い合わせる
Taniumサポート に問い合わせるには、https://support.tanium.comにサインインします。
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